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新型コロナウイルス感染症対策
Protective measures Covid19
引き続き新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）への感染対策が求められる中での開催です。下記についてご協力をお
願いします。

参加する皆様へのお願い
➢

各自で体調管理を行い、コロナ陽性の療養期間中、濃厚接触の待機期間中、およびコロナ感染の疑いがある場合は
来場しないようにお願いします。

➢

各自検温の上来場してください。37.5℃以上の発熱がある方の参加はお断りします。

➢

屋内ではマスクの着用をお願いします。屋外でも至近距離で会話をする場合はマスクの着用をお願いします。

➢

受付で配布する SI チップの装着は SI チップを装着する参加者自身で行ってください。計測での記録読み取りや終了時
の SI 返却も係員の指示に従い参加者自身で行ってください。

➢

キャンプ地では 2 人別々のテントを利用しても構いません。ただし至近距離にテントを立て、お互いの異変に気づけるよう
にしてください。

➢

密集を避け、なるべく距離を取ってお話しください。近い距離での会話時には大声を出さないようにお願いします。

➢

せきやくしゃみをする場合はマスクの着用、ハンカチや衣類で口を覆うなど、せきエチケットへの協力をお願いします。

➢

用具等の使いまわしは避け、使いまわす場合は消毒や手洗いを心がけてください。

➢

アルコール消毒やせっけんでの手洗いを心がけてください。

➢

食事の際は大声での会話を控え、なるべく距離をとってください。

➢

イベント前後に店舗や旅館、観光施設等を利用する際には施設の感染対策に従い行動してください。

➢

イベントスタッフもマスクの着用など感染対策を施し対応する場合があります。ご了承ください。

➢

スタッフスペースへ立ち入らないようにしてください。

➢

感染対策にご協力いただけない場合は参加をお断りすることがあります。

2
OMM JAPAN 12-13.Nov.2022

-

タイムスケジュール TIME SCHEDULE
2022 年
11 月
11 日(金)

12 日(土)

13 日(日)

15:00-21:00

鷲ヶ岳スキー場

前日祭（物販・メーカー出店・ワークショップ等)

15:00-21:00

鷲ヶ岳スキー場

出場登録受付

6:00-9:00

鷲ヶ岳スキー場

出場登録受付

8:00-

全クラススタート開始

10:05

スタート閉鎖※1

19:00

全クラス コースクローズ（フィニッシュ閉鎖※2）

-21:00

Straight E、A、B 上位チーム 2 日目スタートリスト発表

6:00-

指定キャンプ地

Straight E、A、B 1 日目失格チーム未完走チームスタート

6:10-

Straight E、A、B 上位チーム順次ウェーブスタート

6:25-

上記以外の全参加者、全クラススタート開始

8:15

スタート閉鎖※1

14:00-14:30

鷲ヶ岳スキー場

表彰式

16:00

全クラス コースクローズ（フィニッシュ閉鎖※2）、イベント終
了

※1:スタート閉鎖時刻を過ぎるとスタートできません。
※2:各日ともフィニッシュ閉鎖時刻を設けていますが、各コースに設けられた制限時間を過ぎると後述の通り成績がつきませ
ん。制限時間を過ぎたら速やかにフィニッシュへ戻るようにしてください。

動画での OMM JAPAN 解説
下記にて OMM JAPAN を楽しく安全に楽しむためのポイントや地図・ルールを解説した動画をご覧になれます。
特に OMM JAPAN に初めて挑戦する方は事前に視聴することをお勧めします(いずれも日本語のみ)。
JOA オンラインセミナー「OMM を楽しく安全に走るには」（制作：（公社）日本オリエンテーリング協会）
https://youtu.be/xyRIEoPS2K0

「OMM JAPAN 2022 ルール説明」（制作：OMM JAPAN 2022 OKUMINO 実行委員会、管理：O-Support）

https://youtu.be/oqgezPbw3PU
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1. 競技ルール
COMPETITION RULES AND CONDUCT
この競技は全参加者がフェアプレー精神をもち、かつ安全を確保しながら、競技中の行動、装備に責任を持つというルール
を守ることで成り立っています。以下のルールを厳密に守ってください。

もっとも重要なルール・お願い
一度受付にて出場登録したチームは、コースを完走した場合でも完走できなかった場合でも、11 月 13 日
(日)16:00 までに計測用の SI チップをフィニッシュ係員へ返却してください。もし返却がない場合は、遭難者として扱わ
れ捜索対象となり、救援費用が発生する場合があります。
競技中はもちろん、スタート前、キャンプ中に SI チップを紛失・破損した場合は、いかなる理由でも失格として扱われ、
SI チップ代金 5000 円を請求しますので紛失・破損には十分に注意してください。

制限時間と成績について
Straight では制限時間内にすべてのコントロールを回り、フィニッシュに到達したチームの所要時間の短い順に順位が付け
られます。制限時間内にフィニッシュに戻ってもすべてのコントロールを取れなかった場合（ショートカットを含む）はミスパンチ
（mp）、制限時間内にフィニッシュに戻れなかった場合はリタイア（ret）、立入禁止区域への進入やルール違反があった場
合は失格（disq）の扱いとなります。
Score では回ったコントロールに付けられた得点の合計得点の順に順位が付けられます。ただし制限時間以降にフィニッシュ
したチームの得点は 1 分につき 5 点減点されます。Score Long では制限時間から 1 時間以内、Score Medium では制
限時間から 30 分以内にフィニッシュに到達できなかった場合はリタイア（ret）、立入禁止区域への進入やルール違反があっ
た場合は失格（disq）の扱いとなります。
Straight、Score とも、「2 日間の成績があること」、「キャンプ地で一夜を過ごしたこと」、「すべてのルールに違反していない
こと」を確認できたチームのみが総合成績の対象となります。また SI チップを紛失・破損した場合は失格（disq）の扱いにな
ります。
1 日目の成績がミスパンチ、リタイア、失格のチームでも 2 日目の競技に出走できますが、1 日目のフィニッシュ閉鎖時刻
（19:00）までに必ず SI の読み取りを行ってください。１日目の SI チップを読み取れず２日目をスタートした場合、１
日目の成績は消去され 1 日目のデータは記録されません。フィニッシュ閉鎖時刻までにフィニッシュできないチームは、大会
本部に連絡を入れてください。電波が圏外で連絡が取れない場合は、電波が入り次第速やかに連絡してください。
悪質なルール違反があった場合は 2 日目の競技に出走することはできません。
上位５チームの平均完走タイム

制限時間

１日目

２日目

Straight E

10 時間

9 時間

11 時間

Straight A

9 時間

8 時間

9.5 時間

Straight B

7 時間

6 時間

8 時間

Score Long

7 時間

6 時間

Score Medium

6 時間

5 時間

（2 日間合計、およその設定）

※すべてのコースで 2 日目の制限時間は 1 日目の制限時間より 1 時間短縮されています。
4
OMM JAPAN 12-13.Nov.2022

-

基本ルール
1. 自らの行動に責任を持つことができ、18 歳以上（Straight クラス）・15 歳以上（Score クラス）であれば参加できま
す。但し、各チームに 20 歳以上の人が最低 1 人必要です。
2. Straight クラスでは 1 日 10 時間以上の行動ができる体力とナビゲーションのスキルが必要不可欠です。Score クラス
ではナビゲーションのスキルが必要不可欠です。 これらの体力や知識・スキルが現時点で不十分である人は、競技当日
までに習得してください。
3. チームメンバーは常に一緒に行動してください。コース中では常にお互いの声が届く範囲に収まってください。
4. 地図上で示された立入禁止エリアには立ち入らないでください。立ち入った場合失格とします。
5. 指定された衣類、装備、２日間の食料、緊急用の食料、着替えなどを全て着用、または持ち歩かなくてはいけません(ザ
ックのデポ、荷物の一部を経路の途中に置いたまま移動することは不可です)。
6. ペットを連れての出走は禁止します。
7. 競技前に会場から半径 10km 以内のエリアに下見目的で立ち入ることを禁止します。
8. 競技中に携帯電話など通信デバイスを利用して音声通話およびデータ通信することを禁止します。違反が確認された場
合は失格とします。ただし、怪我人や急病人発見時や災害発生時の情報確認、指定されたキャンプ地内での使用は可
能です。制限時間に遅れる場合はその時点で失格のため、本部との連絡のため積極的に利用してください。
9. GNSS（GPS）デバイスの携帯は OMM 全世界共通ルールとして可能ですが、ログ取得および緊急連絡時の位置確
認のための利用に限り、競技中にナビゲーション目的で使用することは禁止します。高度計の利用については特に制限し
ません。
10. 仮装や裸での出走やその他公序良俗に反する行為があった場合、他のチームを危険にさらした場合は失格とし、今後の
本競技への出場が許されない場合があります。
11. すべてのチームは競技中いかなるときでも係員による装備チェックを受ける可能性があります。装備品の不足などルール違
反が見つかった場合は失格とします。
12. 競技終了時も緊急用の食料を所持している必要があります。
13. キャンプサイトでは焚火は禁止します。また 21 時以降は騒音となるような大きな声、音をたてないでください。
14. コントロールに設定される関門の閉鎖時刻、フィニッシュ閉鎖時刻は地図上に明記されます。制限時間を大幅に超えてい
るチームに対しては係員の判断でコースのショートカットまたは棄権を促す場合があり、参加者はそれに従わなければなりま
せん。
15. 上記ルールを守らず、スタッフの指示にも従わない悪質な違反があった場合は、次回の参加をお断りすることがあります。

自然への配慮
いかなる場合もゴミは捨てないようにしてください。落し物にも注意し、他者のごみが落ちていた場合は拾うよう心掛けてくださ
い。キャンプ地でもゴミ箱は設置しません。
コース上および周辺エリアの動植物の採取や損傷を与える行為は禁止します。
競技用の靴は競技前後で底をよく洗い、他所の土や植物の種等を競技エリア地域に持ち込まないようにしてください。

イベント後の再入山の禁止
本イベントは特別な許可を得た上で開催しています。イベント終了後は道路や林道、登山道など一般に開放されている場
所を除き再入山しないでください。
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2.安全性の確保 EVENT SAFETY
大会主催者は競技ルールに則り行動すれば参加者が自分自身でリスクをコントロールできるよう用意しています。各チーム
は、どのような天候でも競技に耐えられる装備を用意する義務があります。また、自然のリスクは天候だけでなく、熊などの動
物、落石、滑落などもあります。本プログラムを参考に、参加にふさわしい準備をしてください。
完走が難しいチームは日没前までに係員がいるコントロールへ到達し、安全を確保してください。コース上でビバークをする場
合は、携帯電話がつながれば本部に連絡を取り、所在を明らかにした上でビバークをしてください。通信圏外の場合は他チーム
に伝言を託すなど、本部に連絡を取る努力をしてください。

知識とスキル
アウトドアでの知識やスキルが乏しいチームは無理に出場しないでください。またコースを完走するためのスキルが著しく不足し
ている場合は、大会主催者の判断でクラスを変更する場合があります。

装備
必須装備は最低限必要なアイテムです。参加者の判断で必要な装備を積極的に補充してください。

チームワーク
OMM JPAN はチーム競技です。パートナーに問題が発生した場合、あなたが最初の救援者となります。パートナーの状態
把握と必要に応じたケアを常に意識してください。特に低体温症であることの判断は本人では難しいことがあります。
チームメンバーの１人が身体上の理由で競技を続行できなくなった場合は、即座に競技を中断し、安全な場所で待機し、
本部と積極的に連絡を取ってください。

SI チップは必ず返却を
SI チップの確認は、皆さんがフィニッシュへ帰還したことを確認するための唯一の手段です。もし返却がない場合は、遭難者
として扱われ捜索対象となる場合があり、その場合の捜索費用は捜索対象となったチームに支払い義務があります。

アウトドアでの適切な判断（SOUND MOUNTAIN JUDGEMENT）
競技中にどのようなリスクがあるか知っていること、自分の限界を知ること、天候等の状況変化を常に把握すること、自然の
中では「その時」になってからでは遅いことを踏まえて、これから起こることを常に予測することによって競技中のリスクを適切にコン
トロールすることができます。次項目にて今回のイベントで特に注意が必要なリスクと対処法について記しておきます。
競技に夢中になり、みなさんが本来の取るべき行動をおろそかにしないでください。チームごとに熟練度は異なります。スタート
時刻も異なっています。目の前の相手と競い合うことが適切とは限りません。競技中の自分の安全を守るために最善の行動を
判断することが参加者に求められます。
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特に注意が必要なリスク
①急斜面の対応
落石や崖の崩壊、滑落・転落の危険が常にどこにでもあります。場合によっては致命的になる可能性があります。
通行可能な傾斜でも土砂が流れた跡が多くみられます。雨の最中や直後はさらに流れることを予想した行動・ルート選択を
心がけてください。また、そのような場所にある徒歩道についても同様の注意が必要です。
②夜間の低体温症
キャンプ地は、夜間を通して気温が氷点下となる可能性があります。自分自身あるいはパートナーに低体温症等の異変を
感じたら、いかなる時間であっても躊躇なく、キャンプエリアに設置されている救護所あるいは緊急連絡先に連絡してください。
③河川の渡渉
幅 1m 程度の小規模な川から幅 10m ちかい大きな川まで多数あります。川を渡るときは足が濡れる可能性があります。
降雨後に水流が強い場所を通行・横断する可能性も生じます。また普段は水が流れていない谷でも雨天時には大量の水が
流れる場合があります。
川の中での転倒は命に関わる危険もあるため、川を見て徒渉に伴うリスクの有無を判断し、対応できることが必要です。フッ
トエントラップメントやストレーナーなどの渡渉の知識やそれに対応する技術がないチームは渡渉を回避してください。
④クマ・イノシシなど野生動物
一般的な山野と同程度の遭遇可能性があります。クマ鈴およびクマ遭遇時の対応法について把握した上での参加を推奨
します。特に、川の近くや藪の中など常に音がしている場所では、動物も人間もお互いに気付きにくく、はち合わせの可能性が
高まります。
⑥穴への転落
岩が転がる地面には転落する穴が存在します。落とし穴状になっていることも少なくなく、場合によっては落下します。足元に注意
を払い、チームメイトが落下した場合に気づけるよう、決して離れず行動してください。
⑦草木によるけが
岩石や草木によりけがをする可能性があります。目の保護のためのアイウェア・長ズボン・手袋・長袖（推奨度の高い順）の着用
を推奨します。また、踏み抜き防止インソールの使用も推奨します。
⑦開けた植生での悪天候への脆弱性
伐採地やスキー場など樹林ではない場所では風雨の影響を受けやすくなります。これは低体温症のリスクを高めます。
⑧交通事故
自動車の通行がある道路を通過する可能性があります。悪天候の際には、互いに相手の視認できない可能性が高まります。

緊急時の対応について
リタイアしてフィニッシュや大会本部に向かう場合などは、自力でフィニッシュや大会本部に戻ることが原則ですが、重大な事
故の発生や急病による重症化など緊急事態が発生した場合は、大会主催者にて山岳救助隊や救急隊の救助活動を発動
します。
1 日目および 2 日目ともフィニッシュ閉鎖時刻までに戻ることができない場合は、積極的に大会本部と連絡を取り合ってください。
連絡が取れない場合は遭難者として捜索対象になる場合があります。万が一、フィニッシュと連絡が取れず日没を迎えた場合は、安
全確保を優先させてください。必要であればテントなどの野営装備を利用してビバークし、その場に留まることも選択してください。

携帯電話の通話エリアについて
携帯電話での通話やデータ通信ができないエリアがあります。競技用地図の裏面に au、ソフトバンク、ドコモ、楽天モバイル
のサービスエリアマップを掲載しています。緊急連絡等携帯電話での連絡が必要な場合は通話可能エリアに近づいて利用して
ください。
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自然災害発生、非常事態時の競技続行について
暴風雨・多量の積雪等、大地震など参加者自身でコントロールすることが難しい状況が発生した時には、競技を中止、中
断することがあります。競技続行の判断については携帯電話を用いて下記ウェブサイトにアクセスし、確認してください。緊急連
絡先の電話番号は 1 つしかありません。やむを得ない場合を除き、できる限り下記サイトから確認するようにしてください。
OMM JAPAN 公式サイト News ページ

https://theomm.jp/news/
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3.イベント会場・出場登録・交通など
EVENT CENTRE, REGISTRATION, FRIDAY
NIGHT CAMPING & CAR PARKING
出場登録受付時間
2022 年 11 月 11 日(金)15:00～21:00
2022 年 11 月 12 日(土)06:00～09:00

出場登録
出場登録は受付にて行います。出場登録は代表者のみで行えます。受付時に「装備チェクシート」の提出をお願いします。
提出できない方は参加できません。またチェックシートの内容によっては出場を辞退いただく場合もあります。
上記の手続きを終えたら SI チップを配布します。SI チップはチームに１個配布します。SI チップにはチーム番号のラベルが
張り付けてありますので各チーム番号に間違いがないか確認してください。バンドは１度外すと装着し直すことができません。出
場登録以降、競技終了時まで外さないでください。故意に外したことが判明した場合には失格とすることがあります。SI チ
ップの装着方法や脱落防止加工については「7.コントロールでのチェック」を参照してください。
事前に各チームの責任で装備チェックを行ってください。係員による事前の装備チェックは行いません。しかし、スタート前、競
技中、キャンプ中、フィニッシュ時に抜き打ちチェックを行います。その時に必要な装備が不足していることが判明した場合は失
格とします。

チーム登録変更について
11 月 2 日（水）まではカテゴリ変更を含むメンバー登録変更を受け付けます。また難易度の低いコースへの変更も受け
付けます。Straight から Score、Score から Straight への変更は不可とします。
11 月 3 日（木）以降から受付時までクラス変更を伴わないメンバー変更のみ受け付けます。ただしエリートクラスはメン
バー変更できません。スタートリストや速報ではメンバー変更前の氏名が表記される場合があります（公式成績では変更され
ます）。受付後の変更はできません。

欠場について
出場登録をした後に出走を取りやめるチームはイベント本部に SI チップを返却し、リタイア処理を受けてください。なおいかな
る理由でも欠場の場合は参加費用の返金は行いません。予めご了承ください。

9
OMM JAPAN 12-13.Nov.2022

-

会場までのアクセス
車の場合
東海北陸自動車道「高鷲 IC」から約 3km15 分 無料駐車場あり

公共交通機関の場合
利用可能な公共交通機関はございません。タクシーまたはレンタカーでお越しください。

前泊について
高鷲観光協会、宿泊先施設の皆様のご協力で OMM 特別プランをご用意頂きました。詳細は、以下のリンクをご覧ください。
https://gujotakasu.com/information/ommjapan2022_okumino.html
前日のキャンプ泊スペースは設けておりません。

会場周辺図

会場周辺図

会場販売について
11 月 11 日(金)～13 日(日)は会場内の各ブースにて販売が行われます。ぜひご利用ください。

近隣の商店について
イベントセンター周辺には店舗がありません。高鷲インターチェンジ付近にも限られた数の店舗しかないため、必要なものは事
前に準備、購入しておくことをお勧めします。

10
OMM JAPAN 12-13.Nov.2022

-

4.地図と競技エリア
THE MAP & COMPETITION AREA
競技エリア概要
岐阜県郡上市と高山市に広がる山林が競技エリアです。競技エリアの標高は 750-1680m に位置します。
競技エリア内は国道や県道を含む一般道路や林道が走っています。道路や林道沿いは高低差のある崖となっている場所
があります。特に危険な斜面の周辺は地図上では立入禁止区域として表現しています。山林内には通行しやすいトレイルや
作業道があります。また植林地の境目（植生界）も比較的通行しやすいです。作業道や植生界はコースに関わる場所にあ
る明瞭なもののみ地図に記載しています。
植生はカラマツの植林地やブナ・ナラの群落などの山林が多くを占めます。山林内は概ね通行しやすいですが、標高が高い
エリアには篠地が広がり通行が困難な箇所もあります。通行困難なやぶが多いエリアを大まかに地図に示しています。スキー
場内や荒地など樹林のないエリアも一部あります。非樹林帯は概ね通行可能ですが、やぶのため通行しづらい箇所がありま
す。
地形は比高の大きな尾根・谷で構成される山岳エリアと、比高が比較的小さな里山エリアで構成されます。いずれのエリア
も谷底には幅 1~5m の小規模な川が多く流れます。通常は徒渉可能な水位ですが、雨天時は大量の水が流れる場合が
あります。
山岳エリアの尾根上は比較的傾斜が緩いですが、尾根上から外れると切り立った斜面を有している箇所が多く、通行時に
は注意が必要です。谷底はその大きさに関わらず深く削れた急な崖が多数あります。これらの場所には地図上でも崖の表記を
していますが縮尺の問題で必ずしも完全ではありません。道や谷に下る場合や谷を横断する場合は慎重な行動が求められま
す。
里山エリアは尾根谷とも傾斜が緩やかで、登り下りも比較的容易ですが、部分的に切り立った崖や滑りやすい斜面があるた
め注意が必要です。
高さが 2m を超える大きな岩を記号として表記していますが地図に表記されていない岩も存在します。
「特に注意が必要なリスク」も必ず確認してください。

過去３年間の周辺の気象状況
標高が 100m 上がるごとに約 0.6℃気温が下がります。また風が吹くと体感気温はさらに下がります。
岐阜県六厩（標高 1015ｍ地点）の過去 3 年間の天候（--：該当現象、または該当現象による量等がない）

日付

降水量

最高気温

最低気温

日照時間

2021 年 11 月 12 日

7.5ｍｍ

5.8℃

-1.3℃

2.1h

2021 年 11 月 13 日

0.0ｍｍ

8.0℃

-3.5℃

3.3h

2020 年 11 月 12 日

0.0mm

12.0℃

-3.1℃

4.4h

2020 年 11 月 13 日

0.0mm

15.3℃

-1.9℃

7.5h

2019 年 11 月 12 日

1.0mm

12.0℃

-0.4℃

6.0h

2019 年 11 月 13 日

0.5mm

13.4℃

-2.5℃

0.5h
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地図仕様
縮尺 1:25,000 等高線間隔 10m
国土地理院の地形図（数値地図、電子国土基本図）をベースに独自調査による道や踏み跡、植生界、植生により通
行困難エリア、がけ、立入禁止区域等の追記がなされています。磁北線表記があります。地図には凡例を記載してあります。
イベント前日と当日の朝、会場に地図見本を掲示します。
地図はチャック付きポリ袋等による耐水加工を施していますが、長時間の競技のため競技途中で破損する可能性がありま
す。各チームの責任でその他の加工を行うことができます。

主な地図記号（変更になる場合もあります）

地図表記について（立入禁止表示や柵・崖について）
安全確保や立入禁止違反をなくすために、確実に把握した上で競技に臨んでください。チェーンで封鎖されている箇所や立入
禁止の看板が立っている箇所がありますが、地図上で立入禁止区域や柵で表現されていなければ今回の OMM JAPAN の
ために許可を得ているので進入可能です。
立入禁止のエリア：①～⑥への立ち入りを禁止します。
①

池

②

草地・耕作地・牧場

③

施設や民家の敷地

④

立入禁止区域で示されたエリア

⑤

立入禁止区域で囲まれたエリア

⑥

立入禁止区域内の道路・道

横断禁止の箇所： ⑦～⑧は横断を禁止します。
⑦

柵：横断地点以外での横断を禁止します。通行後は必ずゲートを閉じ、元の状態に戻してください。

⑧

崖 ：通行に危険を伴う岩がけ・土がけ・法面を崖として地図に表記しています。通行しないでください。なお崖を切って表
記してある場合はその間を比較的安全に通行することができますが、縮尺の関係で、その位置や幅を正確に示している
わけではありません。がけの端も同様です。現地で安全な場所を探し、通行する必要があります。

やぶが多いエリア： ⑨の通行は可能ですが注意が必要です。。
⑨

ヤブが多いエリア：篠や笹で覆われて通行が困難な箇所が特に多いエリアを示します。通行は可能ですが、進みづらく通
行に時間を要することがあります。このエリア外にもやぶは存在します。
12
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（上記は過去の地図を基に作成していますが、仕様は 2022 年版に変更しています）

罠について
競技エリア内では狩猟のため写真のようなくくり罠が仕掛けられた箇所があります。罠を作動・破損しないよう注意してください。

写真左：くくり罠は地面に埋められています（青丸）。近くに標札（ピンク丸、5cm×15cm 程度の大きさ）がかかっていま
す。
写真右：くくり罠の外し方（岐阜県発行「シカ捕獲実践マニュアル」より引用）
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5. コースの見方
OVERVIEW OF COURSES
コントロールがどのような場所にあり、どのようなコースになっているかは、スタートにて地図が配付されるまで分かりません。

Straight
コースは下記の例の通り、紫に近い色で記載されます。△がスタート、〇がコントロール、◎がフィニッシュです。コントロールは
〇の中心にあります。コントロールがどのような場所であるかは地図の脇の位置説明表に記載してあります。また位置説明表に
は識別番号と撤収時刻も記載してあります（識別番号については「7.コントロールでのチェック」も参照のこと）。

スタート地区からスタート地点まではテープによる誘導があります。スタート地点にはフラッグが置いてあります。それが地図上
の△です。パンチをする必要はありません。
地図上でコントロールの〇のそばに記載された番号通りにコントロールを回ってきてください。コントロールにて SI チップのパン
チを行うことで通過を証明します（パンチについては「7.コントロールでのチェック」も参照のこと）。順番通りに回れていない場
合はミスパンチの扱いとなります。
順番を間違えた場合は前のコントロールに戻り、正しくパンチし直せば正式な記録として残ります。（例：３→４→５・・・と
行くべきところを３→５・・・と行ってしまった場合、３→５→４→５・・・と回れば OK。）
コントロールは撤収時刻を過ぎると撤収される場合があります。撤収時刻を過ぎたコントロールは目指さないでください。
最終コントロールからフィニッシュまではテープによる誘導はありません。地図に示したルートに従ってフィニッシュへアクセスし
てください。
制限時間内にフィニッシュに到達できない場合はリタイアとなります。
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Score
コースは下記の例の通り、紫に近い色で記載されます。△がスタート、〇がコントロール、◎がフィニッシュです。コントロールは
〇の中心にあります。コントロールがどのような場所であるかは地図の脇の位置説明表に記載してあります。また位置説明表に
は得点と撤収時間も記載してあります（識別番号については「7.コントロールでのチェック」も参照のこと）。

（カッコ）で囲った数字が得点

スタート地区からスタート地点まではテープによる誘導があります。スタート地点にはフラッグが置いてあります。それが地図上
の△です。パンチをする必要はありません。
地図上でコントロールの〇のそばに記載された番号が識別記号と得点です（得点はカッコで囲われています）。制限時間
内に回ったコントロールの得点の合計で順位を競います。すべてのコントロールに行く必要はありません
コントロールは撤収時刻を過ぎると撤収される場合があります。撤収時刻を過ぎたコントロールは目指さないでください。
フィニッシュでは必ず SI チップにパンチしてください。フィニッシュでパンチした後にコースに戻ることはできません。
制限時間内にフィニッシュに到達できない場合は 1 分遅刻につき 5 点の減点となります。また Score Long では制限時
間から 1 時間以内、Score Medium では制限時間から 30 分以内にフィニッシュに到達できなかった場合はリタイアとなりま
す。

役員待機所（全クラス共通）
地図上で役員待機場所として示される箇所にはマーシャルが待機しています。役員待機場所の通過は義務ではありませ
ん。またマーシャルポイントで給水を受けたり、休んだりすることはできません。マーシャルが待機する時間帯を地図に表記してい
ます。コントロールが役員待機場所の場合、マーシャルはコントロール撤収時間まで待機しています。

コース短縮について（Straight のみ）
悪天候やコース難易度調整のため Straight ではコースを短縮する場合があります。短縮時のコースはスタート時に案内
し、できるかぎり地図にも記載を行います。
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6.スタートからフィニッシュまで
from START to FINISH
立入禁止区域をよく確認してください
2 日間共通のお願いとして立入禁止エリアには決して立ち入らないように注意してください。立入禁止の理由は危険箇所の
ため、耕作地や施設内のためなどの理由によりますが、どの場所でも参加者が立ち入ることでイベントが中止されるだけでなく、
今後この地域で様々なアウトドアスポーツが楽しめなくなる事態にも繋がります。
会場には実際に使う地図見本を掲出していますので、不安な方はスタート前によく確認してください。

1 日目 スタート（全クラス共通）
イベント会場からスタート地区まで約 1km 徒歩 20 分です。看板による誘導を行います。
スタート時刻は 8:16-8:30 のように、時間ブロックで指定されます。具体的なスタート時刻やスタート順は指定しません。
時間ブロック内にスタートしてください。
スタートはいくつかの枠で区切っています。 係員の指示に従い、出走するコース枠に入り順番に前に進んでください。スタート
1 分前の枠で 1 人１枚地図を取ってください。自分たちが出場するコースの地図を正しく取ることは参加者の責任です。係
員が取り間違えを注意することはありません。
１分おきに数チームごとに同時にスタートします。スタート時にスタートステーションに SI チップを挿入し音と光を確認すると、
その時刻が SI チップに記録されてスタート時刻として扱われます。したがって、同時スタートチーム内で先を急いでスタートする
必要はありません。スタートステーションに SI チップを挿入したときに、音と光が確認できない場合は、スタート係員に申し出てく
ださい（この確認を行わないと正しく記録が残りません）。
スタート時刻までにスタートできなかった場合はスタート係員に申告してください。順次スタートすることができますが、遅刻時
間分がタイムに加算されます。（例：8:15-8:29 指定のチームが 8:35:03 にスタートすると 0:05:03 加算されます。）な
おスタート閉鎖時刻(10:05 を過ぎるとスタートできません。

1 日目 フィニッシュ（全クラス共通）
フィニッシュに到着したらフィニッシュステーションにパンチしてください。このパンチした時刻がフィニッシュ時刻として計測されま
す。フィニッシュ後はテープ誘導に従って計測センターに向かってください。計測センターに到着したら、係員の指示に従い SI チッ
プの内容を読み取り、回ってきたコントロールと時刻を印刷したシートを渡します。内容に間違いがないか直ちにチェックしてくださ
い。競技結果に関するクレームはこの場で受け付けます。所定の用紙に記述して係員に渡してください。
２日目に出場しない場合は係員にその旨を申し出て、SI チップを返却してください。リタイア処理後、自力でイベント本部へ
戻るようにしてださい（怪我や急病の場合のみ本部へ搬送します）。
フィニッシュは 19：00 に閉鎖します。（※各コースに設けられた制限時間を過ぎたら速やかにフィニッシュに向かってくださ
い）
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1 日目 リタイア・タイムオーバー・翌日未出走の場合（全クラス共通）
リタイアする場合も必ずフィニッシュへ向かい、SI チップの読み取りを行ってください。フィニッシュを通過せずに帰宅した場合は
遭難者として捜索対象となります。
制限時間を超えてしまったチームも必ずフィニッシュへ向かい、SI チップを読み取ってください。ただしフィニッシュは 19:00 で
閉鎖します。SI チップを読み取れなかったチームの記録は残りません。
フィニッシュ閉鎖に間に合わない場合は積極的にイベント本部と連絡を取り合ってください。携帯電話がつながれば本部と連
絡を取ってください。通信圏外の場合は他チームに伝言を託すなど、本部と連絡を取る努力をしてください。本部と連絡が取れ
た場合は本部の指示に従い行動してください。本部と連絡が取れない場合は安全な場所でビバークしてください。連絡が取れ
ない場合は遭難者として捜索対象になる場合もあります。

1 日目 キャンプ・成績速報（全クラス共通）
計測センターを通った後にキャンプ地に入ってください。キャンプ地では指定されたエリア内にテントを立てることができます。また
指定された水道、トイレを利用することができます。
キャンプ地には参加者および係員以外の立入りは禁止です。キャンプ地で参加者は携帯電話を使用できますが、友人等に
キャンプ地の場所を知らせ、応援を呼ばないようにしてください。
2 日目スタートまでにキャンプ地外へ出た場合は失格とします。
キャンプ地での焚火は禁止します。
「1 日目の速報」および「Straight 上位チームの 2 日目スタート時刻」はインターネット上で公開します。計測センターそば
にリンク先を示した QR コードを掲示します。21:00 までに計測センター付近にも掲示します。該当する上位チームは各チーム
の責任で新しいスタートリストを必ず確認してください。

2 日目 スタート
Straight では 6:00-6:09 の間に 1 日目に失格および時間内に完走できなかったチームから順次スタートします。続い
て 1 日目の総合成績上位 10 チーム、および女子上位 5 チーム、混合上位 5 チームが 1 日目の成績上位順に 1 分お
きにスタートします。それ以外のチームは事前に指定された時刻にスタートします。
Score はすべてのチームが事前に指定された時刻にスタートします。
Straight、Score ともキャンプ地至近にスタート地区を設けます。余裕をもってスタートできるよう準備してください。
スタート方式は 1 日目と同じです。出走せずにリタイアする場合は、スタートにいる係員に申告してください。リタイア処理後、
自力でイベント本部へ戻るようにしてださい（怪我や急病の場合のみ車で搬送します）。スタート閉鎖時刻(8:15)を過ぎる
とスタートできません。

２日目 フィニッシュ＆表彰式（全クラス共通）
フィニッシュ方式は 1 日目と同じです。
「2 日目の速報」および「2 日間の成績速報」はインターネット上で公開します。リンク先を示した QR コードを計測センター
付近に掲示します。印刷した速報は確定次第、計測センター付近にも掲示します。なお公式成績表は後日ウェブ上にて公開
します。
14:00 頃からイベント本部にて表彰式を行う予定ですが、競技の進行状況によって変更となる場合があります。
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２日目 リタイア・タイムオーバーの場合（全クラス共通）
リタイアする場合も必ずフィニッシュへ戻り、SI チップを係員に手渡してください。フィニッシュを通過せずに帰宅した場合は
遭難者として扱われ捜索対象となります。
16:00 までにフィニッシュへ戻ることができない場合は積極的にイベント本部と連絡を取り合ってください。連絡が取れない場
合は遭難者として捜索対象になる場合があります。
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7.コントロールでのチェック
PUNCHING AT A CONTROL POINT
SI チップの使い方
（１）SI チップとは？
SI チップの先端部分には記録素子が入っていて、コントロールでのチェック時にデータが記録されます。

（２）手首への固定
SI チップは競技登録時にチームの 1 名の手首にバンドで固定してください。コロナウイルス感染予防のため、参加者自身で
装着してください。脱落や破損を防止するためチップが手首内側になるように装着することをお勧めします。不明な点は受付係
員にお聞きください。
バンドは一度外すと使用できなくなるので、競技中は必ず装着してください。2 日目競技終了まで同じ SI チップを常に装着
し、２日目のフィニッシュ時、またはリタイア時に外します。故意に外したことが判明した場合は失格とします。
バンド接合部分の加工、SI チップの穴にゴム紐などを通しての脱落防止、破損防止のため防護を認めますが、係員から指
示があればすぐに SI チップを見せられるようにしてください。加工に必要なテープやゴム紐等は各自でご用意願います。
★SI チップの腕への固定。チップが手首内側になるように装着

★バンドの接合部分をテープで補強する加工は可

★SI チップの穴にゴム紐を通して手首に巻くなど脱落防止加工も可（穴の直径は約 3 ㎜）
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コントロールでのパンチ方法
（１）コントロールの構成
コントロールには SI ステーション、針パンチ、フラッグが設置されています。

（２）コントロールでのパンチ方法
SI ステーションには識別記号が書かれています（上の写真例では AD が識別番号）。各コントロールの識別記号は地図
の脇に記載されている位置説明表に記載しています。この番号を確認することで正しいコントロールに到達しているかどうかをチ
ェックすることができます。
コントロールでのパンチは SI ステーションの穴に SI チップの先端を挿入することで行います。正常にパンチすると SI ステーショ
「ンは音と光を発生しますので、音と光を必ず確認してください。もし音も光も発生しない場合は、針パンチで地図の任意の場
所にパンチしてください。針パンチを行った場合には、フィニッシュ時に係員に申告してください。
コントロールで識別記号を確認し、確実にパンチをすることは参加者の責任です。係員がパンチし忘れを注意することは
ありません。

（3）パンチの練習
受付付近にコントロール見本を設置します。実際にパンチの試行を行うことが出来きます。このパンチは SI チップには記録さ
れません。

20
OMM JAPAN 12-13.Nov.2022

-

8.OMM 必須装備リスト
OMM MANDATORY EQUIPMENT LIST
下記の装備リストは必要最小限のリストにすぎません。記述には曖昧さもあるかもしれませんが、前述の環境や標高および
気象条件の中で開催されるサポートのない競技であることを十分に理解し、自身の安全を確保できる必要な装備を参加者
自身で決定し携行してください。参加者自身で天気予報および競技エリアの状況を確認し、これまで培ったアウトドアでの適切
な判断力によって、身につけるべき装備を検討しかつ装備を整えてください。
なお、主催者は参加者の安全確保のため、非常時に必要となる装備がない場合やルール違反があった場合、競技への参
加拒否および中止させる権利を有しています。

装備チェックについて
出場登録時に必須装備の確認は行いません。しかし、必須装備を用意することは安全を確保する上で非常に重要です。
そのためスタート時やキャンプ地、フィニッシュ時などに、ランダムに装備チェックを行います。この装備チェックはすべてのチームに可
能性があります。チェック時に必要な装備が不足していることが判明した場合は失格とし、それ以降競技を続けることができなく
なります。

必須装備リスト
個人で必携するもの
□ 水または飲み物（2L 以上推奨。１日目のキャンプ地

□ エマージェンシーシート(袋状のものに限る。エマー

で水を補給できます）

ジェンシービビー等）または防水シェラフカバー

□ コンパス（方位磁石）

□ ライト＆電池（12 時間以上使用できること）

□ 地図（主催者が用意、スタート時に配布）

□ 行動食

□ 透湿・防水性のあるジャケットとパンツ（シーム処理の施

□ ファーストエイドキット（バンドエイド、包帯、テー

された完全防水製品に限る）

ピングテープなど）

□ 予備のベースレイヤー※

□ 携帯電話・スマートフォン

□ 予備のフルレッグタイツ等※

□ 熊鈴

□ 上半身用防寒ウエア(ダウンや化繊などのインサレーショ

□ 笛

ンウエア)

□ 健康保険証（コピー可）

□ 帽子＆手袋＆靴下＆シューズ

□ マスク

(踏み抜きしにくいシューズ推奨)
□ 寝袋※

※予備の防寒着および寝袋はドライバック等に

□ リュックサック

入れて防水する必要があります。

チームメンバーのどちらかが必ず携帯するもの ★
□ 食料（36 時間分） + １日分の予備の食料

□ 料理できるクッカー、燃料

□ テント(四方を同時に壁として風を遮ることのできるテント

□ 位置情報が分かるツール（緊急連絡時にスマート

またはシェルター。床のないシェルター、ツェルト等はかな

フォンの地図アプリ（ジオグラフィカ、スーパー地形、

らず別途グラウンドシートを使用すること)

YAMAP など）で位置情報（緯度経度または
UTM 座標）が分かるようにしておくこと）
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9.表彰式と賞品 PRIZES & AWARDS
表彰
Straight、Score 各クラスとも下記について表彰します。女子チームまたは混合チームが総合 3 位までに入賞した場合
は、次点のチームを繰り上げ表彰します。
総合 1 位、2 位、3 位：

全チームが対象

女子 1 位：

女性 2 名で構成されるチームが対象

混合 1 位：

男女各 1 名ずつで構成されるチームが対象

賞品
Straight、Score の総合優勝チームには優勝トロフィー、賞品を進呈します。

10.前日祭
イベント前日の受付会場の鷲ヶ岳スキー場にて前日祭を行います。
今年もブランド同士の垣根を越えて、このイベントに協賛いただける多数のメーカーのブース出店、また選手同士の交流の
場として団らんの場をご用意します。
またおなじみの OMM BAR にて軽食、ドリンクや DJ ブースにて生のサウンドもご用意して会場を盛り上げます。
競技だけにとどまらない OMM 独特の前日祭をどうぞお楽しみください。
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11.イベント協力・協賛
■後援
郡上市
■協力
郡上市高鷲振興事務所
協同組合高鷲観光協会
東和観光株式会社
高山市荘川支所
■協賛
株式会社ゼンニュートリション
フードエクスチェンジ合同会社
Outdoor Gear Maniacs
アルファ株式会社
株式会社ロータス（ALTRA）
株式会社エイアンドエフ
株式会社モチヅキ
株式会社ケンコー社
パーゴワークス

12.イベント主要役員
OMM JAPAN 2022 は下記役員と多くのボランティア、地域のオリエンテーリングクラブ、国士舘大学医療班によって運営さ
れています。
主催 OMM JAPAN 2022 実行委員会
イベントディレクター

小峯 秀行（株式会社ノマディクス）

コミュニケーションディレクターJeff Jensen （株式会社ノマディクス）
渉外

我部 乱（有限会社エクストレモ）

イベントヘッドクォーター

野村 治子（株式会社ノマディクス）

安全管理

村越 真（NPO 法人 M-nop）、早川 秀人

テクニカルディレクター

小泉 成行（以下、公益社団法人日本オリエンテーリング協会）

コースプランナー

谷川 友太

計測チーフ

福西 佑紀

スタートチーフ

田畑 清士

フィニッシュチーフ

近藤 康満
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