
スマート O&ナビたびイベント＠広島城・中央公園 プログラム 

Ver.2（赤い文字の部分が変更された部分です） 
中国地方初！ナビたび利用の未来のオリエンテーリング大会をお届けします! 
【競技種目】オリエンテーリング(フット) 【主催・主管】広島県オリエンテーリング協会  

【開催日】2020 年６月 1３日 (土)    【開催場所】広島市中区「広島城・中央公園」  

【集合場所】広島市中央公民館 ３F 第一集会室 

        〒７３０-０００５ 広島市中区西白島町２４番３６号 

        JR 新白島駅より徒歩７分 アストラムライン城北駅より 徒歩３分 

                会場の詳しい交通案内，地図は次のホームページをご覧ください。 

        HP http://www.cf.city.hiroshima.jp/chuo-k/index.html 

〇NaviTabi の自動パンチ機能がついに《無料》でご利用できるようになりました! 

〇この自動パンチ機能を"思う存分"に体験できるイベントを開催します!! 

〇新感覚オリエンテーリングを自動パンチの爽快さと共にお楽しみください! 

〇当日は，O-Map（コース印刷済み，ポリ袋入り）を用意しております。 

〇NaviTabi の利用について簡単な説明も希望があれば行います。 

〇予めスマートフォン等に NaviTabi アプリをダウンロード・インストールの上ご来場ください。 

<タッチフリーの爽快感を，いつでもどこでも。> 

【競技概要】 

〇アプリの画面に表示される地図(ISSprOM2019 準拠予定)のみでオリエンテーリングをします。 

〇コントロールフラッグは設置しません。コントロール円の中心に近づくと自動でパンチします。円の中心でしばらく待たな

いと反応しないこともある一方で，２０ｍ程度離れた場所でも反応することがあります。 

 

 

〇走力 x 地図力 x スマホ力の新感覚スポーツとして楽しめます。スマートオリエンテーリでは必ずしもコントロール円の中心

に行かなくても通過できるため，コントロール位置によってはこの特性を利用するとレースを有利に進められます。 

※ 現在地確認ボタンは無効になります。 

※ 紙の地図は参加者 1 名につき 1 枚用意します。 

〇紙 O-Map とコンパスを持ってのオリエンテーリングの形式でも楽しめます。この場合，スマホの動作確認は参加者の責任と

します。 

【参加費】通常エントリー：6 月５日（金）２３：５９まで送信の場合 

大人 1，100 円 子ども（中学生以下）600 円 グループ，1 チーム 1，100 円 大会当日，受付にてお支払いください。 

遅れエントリー（6 月 11 日（木）２３：５９まで送信）の場合は 400 円増しとなります。 

牛頭山大会エントリー済みの方は 400 円増しはありません。ぜひご参加ください。 
【コース・ウイニング・競技時間】 

コースは 3 コース用意します。ウイニング 30 分 競技時間 60 分。 

L ～５ｋｍ M ～４ｋｍ S ～３ｋｍ 

 

NaviTabi アプリ上での距離表示は次の通り。 

練習コース（スタートまで） 0.26km 

練習コース（スタート近辺） 0.22km 

L（ロング） 4.48km 

M（ミドル） 3.79km 

S（ショート） 2.74km 

 

【受付時間帯・スタート時刻・在室可能時間帯】 

受付時間帯① 

（40 名まで） 

10：00 

～10：20     

スタート時刻 10：10 

～10：30 

在室可能時間帯 10：00 

～11：40 

受付時間帯② 

（40 名まで） 

11：40 

～11：50 

スタート時刻 12：00 

～12：20 

在室可能時間帯 11：40 

～13：20 

受付時間帯③ 

（40 名まで） 

13：20 

～13：40 

スタート時刻 13：30 

～13：50 

在室可能時間帯 13：20 

～15：00 

〇新型コロナ感染防止のため，会場第一集会室は 40 名定員となります。そのため参加者の来場時間を指定させていただきま

す。事前申し込みのみ，当日参加はありません。最大 120 名の参加枠です。 

〇申し込みの際に来場時間希望「受付時間帯①～③」を第一希望から第三希望までお書きください。 

※基本的に先着順に第一希望の「受付時間帯」枠に割り当てていきます。 

【表 彰】各クラス上位３位まで表彰します。表彰状を後日送付します。 

【プログラム】参加プログラムは Web 上に大会の１週間前に公開します。 

【留意点】 

http://www.cf.city.hiroshima.jp/chuo-k/index.html


〇参加者は自己の健康管理について自分で責任を持ってください。参加者の不注意から生じたケガ・損害・損失等については

主催者は一切責任を持ちません。 

〇希望者にはコンパスの貸し出し（無料）をします。ただし，破損，紛失の場合は２，０００円を頂きます。 

〇すぐに競技できる格好で受付へお越しください。なるべく宿・自宅で更衣を済ませてお越しください。 

〇公民館は 8：00 から開館しています。早めにお越しいただき，トイレ等で更衣することも可能です。 

〇事前申し込みのみとします。当日参加はありません。 

〇競技が終了しましたら速やかに会場を辞去してください。 

各自のレース終了後エントリーされたコース以外をお一つスマホのみでお楽しみいただけます。（追加料金 550 円）その場合，

荷物は受付に預けてコースを回ってください。在室可能時間帯以外は研修室には原則荷物を受け取る時のみ入室してください。 

〇受付時間帯③の方は 1６時までは役員が荷物番をします。1６時までに必ず荷物を受け取ってください。 

（この時間帯の荷物置き場は，変更の可能性大） 

【申込】メールで（送信内容）を次の例の様式（半角カンマ区切り）で送信してください。件名を「広島城大会申込＋参加者

名」とし，（参加申し込みの内容）を半角コンマ区切りで入力してください。例 参加者が広島健太の場合 件名は「広島城

大会申込 広島健太」となります。 

（送信内容） 

参加クラス，氏名，ふりがな，年齢，生年月日，性別，所属クラブ無い場合は市町村名，郵便番号，住所，（E-mailアドレス），

希望時間帯第一希望から第三希望まで，追加のコース，（グループの方は代表者以外の氏名，ふりがな, 年齢，生年月日，性

別） 

例１ 広島健太さんの場合，個人 L エントリー，希望時間帯が第一希望 13:20～第二希望 11:40～第三希望 10:00，追加 M の

場合の本文 

L, 広島健太, ひろしまけんた, 27, 1994/10/10, 男, 尾道市，722-0201, 広島県尾道市原田町小原〇〇〇,qqub5fa9□

celery.ocn.ne.jp，③②①，M 

例２ 御子野美夜（代表者） 北部陽 二人のグループ，グループ M エントリー，希望時間帯が第一希望 10:00～第二希望 13:20

～第三希望 11:40～，追加なしの場合の本文 

グループ M, 御子野美夜, おこのみや, 26, 1995/10/10, 女, 尾道市，722-0201, 広島県尾道市原田町小原〇〇〇, qqub5fa9

□celery.ocn.ne.jp, ①③②，追加なし，北部陽, きたべよう, 25, 1996/10/10, 女,  

 

【申込メールアカウント】 

qqub5fa9□celery.ocn.ne.jp （※□は＠マークに変えてください。） 

【申込締め切り】〇遅れエントリー：6 月 11 日（木）２３：５９送信有効 400 円増し 

※年齢は，２０２１年４月１日現在での年齢でお願いします。 

※E メールの場合，  

※個人情報，大会スナップショットは Web 記録公開を含めた広報，本大会に関係することに使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

会場周辺図 

集合場所・会場：広島市中央公民館３階 第一集会室 受付：午前９時００分～１０時３０分 

        〒７３０-０００５ 広島市中区西白島町２４番３６号 

        会場の詳しい交通案内，地図は次のホームページをご覧ください。 

        HP http://www.cf.city.hiroshima.jp/chuo-k/index.html 

 
 

◇ 会場までの行き方  

① JR 新白島駅より徒歩７分 （テープ誘導はありません。） 

② アストラムライン城北駅より 徒歩３分（テープ誘導はありません。） 

◇ 駐車場 県立体育館＝競技エリア内につき駐車禁止，広島ソゴウ，パセーラ，シャレオの駐車場は利用

可能。(有料＝30 分２２0 円程度で高いです；競技エリア内となりますので，地下通路で，「県庁前」駅

へ行き，アストラムラインを利用して会場までお越しください。) 

◇ 競技時間 全コース 60 分 

◇ テレインは公園とその周辺の市街地で，植え込み以外に藪はありません。標高差は，地下道から城跡の

石垣の上までの２０ｍ程度です。全体に見通しがよいので，難易度はコース距離の差であると考えてく

ださい。 

その他：１）当日参加はありません。遅れエントリー（6 月 11 日（木）２３：５９まで送信）の場合は 400

円増しとなります。牛頭山大会エントリー済みの方は 400 円増しはありません。 

    ２）少雨実施ですが，雷雨・荒天時は中止します。 

        ３）当日問い合わせ ０９０－２８００－０１７８(清水携帯) 
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http://www.cf.city.hiroshima.jp/chuo-k/index.html


 

 

会場周辺拡大図 

 
 

旧広島市民球場跡地テレイン内 

新サッカースタジアム 

建設予定地 

このあたりで 

オリエンテーリングを楽しめる 

ラストチャンスかも！ 

その後は，原爆ドームを見て平和公園から，船に乗って宮島観光へ行くも 

よし。そして，お好み焼きと，朝から晩まで初夏の広島で 

お楽しみください。 

競技に関する確認・説明 

【タイムスケジュール】 
【受付時間帯・スタート時刻・在室可能時間帯】 

受付時間帯① 

（40 名まで） 

10：00 

～10：20     

スタート時刻 10：10 

～10：30 

在室可能時間帯 10：00 

～11：40 

受付時間帯② 

（40 名まで） 

11：40 

～11：50 

スタート時刻 12：00 

～12：20 

在室可能時間帯 11：40 

～13：20 

受付時間帯③ 

（40 名まで） 

13：20 

～13：40 

スタート時刻 13：30 

～13：50 

在室可能時間帯 13：20 

～15：00 

 

練習コース

スタートへ 

会場 

中央公民館 

フィニッシュより 



会場オープン 

表彰式  

ゴール閉鎖  

競技時間 

会場閉鎖 

１０：００～ 

実施しません。後日郵送します。 

１４：５０ 

６０分 

１５：００ 

 

必要な持ち物 

・NaviTabi アプリが動作するスマホ（必須） 

・モバイルバッテリー（推奨） 

・コンパス（必要な⽅のみ。スマホと反対の⼿に持つか，リストコンパスの利⽤を推奨） 

・紙の地図を⼊れるビニール袋（ナビたびチャレンジクラスで必要な⽅のみ） 

・レジャーシート（必要な⽅のみ） 

 

主催者ではスマホおよびバッテリーの貸出は致しません。スマホの性能や画⾯サイズによ

る優位，スマホの電池切れ等も競技の⼀部とします。 

通常のオリエンテーリングと同様に，運動できる服装，防寒着，着替えをご⽤意ください。 

 

会場案内 

【本部・受付・システム管理】 

広島市中央公民館３階第⼀集会室 

 

【事前準備・更⾐所・荷物置き場】 

受付の前に，最新版の NaviTabi アプリをインストールしたスマホをご⽤意し，アプリへ

のログインを済ませておいてください。スマホの位置情報を有効にして，NaviTabi アプリへ

の位置情報の利⽤を許可してください。 

集会室内に⼥⼦更⾐⽤のミニテントを⽤意しますのでご利⽤ください。 

できるだけ事前に更⾐してお越しください。 

 

 

【受付】 

受付で参加費をお⽀払いください。 

当日申し込みはありません。 

練習コース 

アプリの動作確認と操作練習のためのミニコース（距離 練習コース（スタートまで） 0.26km， 

コントロール数 ４ 個）を会場周辺に設けます。練習コースの紙の地図は提供しません。練

習コースは⾃由に何回でも利⽤できます。必ず 1 回は練習コースでアプリの動作を確認して
ください。練習コースで公園全体の地図範囲をアプリ内に読み込んでおくと本番の競技で



も有利になります。 操作⽅法が不明の場合や，操作がうまくいかない場合は，係員にお声
がけください。 

 

【練習コースをまわるためのアプリ操作】 

1. イベントの⼀覧から「広島城・中央公園 ナビたびイベント」を選択します。 

2. カテゴリーの⼀覧から「練習コース（スタートまで）」を選択します。 

3. ※「練習コース（スタートまで）」以外のカテゴリーはまだ選択しないでください。 

4. 「コースをまわる」を選択すると地図が表⽰されます。 

※ この画⾯で公園全体の地図範囲をくまなく拡⼤・縮⼩・スクロールしておくと，地図デー

タがスマホに事前にダウンロードされ，競技中の地図表⽰が早くなるので，本番の競

技においても有利になります。 

5. スタート地点（△）に近づき「スタート」ボタンをタップしてスタートします。 

6. コントロール（○）に近づくと⾃動でパンチし，⾳と振動で知らせます。誤ったコントロ

ールに近づいた場合は反応しません。 

※ ⾃動パンチの際に⾳を鳴らすにはマナーモードを解除してください。

6．フィニッシュ地点（◎）に近づくと⾃動でフィニッシュします。 

 

7. ※さらに練習が必要な方は・・・スタート付近に練習が足りない方のために，スタート近辺にも

う一つの練習コース「練習コース（スタート近辺）」を用意しています。イベントの⼀覧から

「広島城・中央公園 ナビたびイベント」を選択します。カテゴリーの⼀覧から「練習コ

ース（スタート付近）」を選択し練習してください。本戦のスタートは練習コースのゴール

から50m東にあります（見えます）。 

 

 

スタートまで 

【ウォーミングアップエリア】 

基町高校南側道路でお願いします。集合場所の東側の⼤きな道路を渡った所です。 

 

【会場からスタート地区まで】 

スタート地区は基町高校のすぐ南側，広島城のお

堀の北西の角北側です。道路を渡るには信号・横

断歩道をご利⽤ください。テープ誘導はありませ

ん。スタート地区まで徒歩約３分です。 



2 分前 

1 分前 

ス タ ー ト

時 

スタートの流れ（１本⽬の出⾛） 

スタート地点に着いたら役員に参加クラスと希望スタート時刻を伝え

スタートリストに記入してもらいます。 

 

NaviTabi アプリで「広島城・中央公園」を選択し，カテゴリーの⼀覧

からご⾃分のクラスL，M, Sのいずれかを選択し，スタートレーンにお

越しください。係員がアプリの画⾯を確認いたします。 

※ この時点ではまだ「コースをまわる」を選択しないでください。「コースをまわる」

を選択するとコース地図が表⽰されてしまいます。 

 

「コースをまわる」を選択してください。コース地図が表⽰されたら，地図を拡⼤・縮⼩・スクロー

ルしてルートを検討しても構いません。 

 

紙の地図を持って競技することもできます。希望される⽅には紙の地図を 1 分前にお渡し

します。地図を受け取ったらコースを見てかまいません。紙の地図を持って競技しない⽅にはフ

ィニッシュ後にお渡しします。 

 

スタートチャイマの合図で，「スタート」ボタンをタップし，さらに「スタートする」をタップ

して，競技を開始してください。「スタートする」をタップした時点から計時が始まります。スタ

ートレーンがスタート地点（△の中⼼）になります。 

 

スタートの流れ（２本⽬の出⾛） 

２本⽬のコースを出⾛する⽅は，ご⾃⾝でアプリを操作して好きな時刻にスタートしてく

ださい。スタート閉鎖は 1４：00 です。 

２本⽬のコースの事前申込者は，１本⽬をフィニッシュした後に受付で配布する紙の地図

を持って競技することもできます。 

 

【スタートでのアプリトラブル・遅刻】 

スタートレーンでのアプリ操作のトラブルが発⽣した場合は係員にお知らせください。係



員がサポートいたします。スタート時刻に間に合わない場合は，別のスタート時刻を指定

いたします。 

 

競技中 

【全般】 

公園には⼀般の利⽤者がいらっしゃいます。見通しの悪いところや⼈が多くいるところで

は安全な速度に減速し，周囲をよく見て安全に注意して競技してください。 

 

【パンチ⽅法】 

コントロール（○）に近づくと⾃動でパンチし，⾳と振動で知らせます。誤ったコントロ

ールに近づいた場合は反応しません。コントロールの順序を⾶ばしてパンチできません。 

※ ⾃動パンチの際に⾳を鳴らすにはマナーモードを解除してください。 

※ コントロールの位置說明および写真はありません。 

 

【競技中のアプリトラブル】 

万⼀アプリが落ちてしまった場合でも再度アプリを起動すると競技を再開できる仕組みに

なっていますが，再開できない場合はスタートまたはフィニッシュの係員にお知らせくだ

さい。希望される場合はスタート地点からのやり直しで対応いたします。 

バッテリー切れやスマホの故障などで競技を続⾏できない場合は失格となります。会場に

戻り係員にお知らせください。 

 

【競技時間】 

すべてのクラスで競技時間は 60 分となっております。競技時間を超えそうな場合は競技

をやめ，速やかにフィニッシュに向かってください。 

 

フィニッシュ 

【フィニッシュ⽅法】 

すべてのコントロールをパンチした後にフィニッシュ地点（◎）に近づくと⾃動でフィニ

ッシュします。万⼀，⾃動でフィニッシュできない場合はフィニッシュ係員にお知らせく

ださい。すべてのコントロールをパンチしていないとフィニッシュできません。 

フィニッシュ閉鎖 14:00 までには必ずフィニッシュを通過してください。 

 

【フィニッシュ後】 

スタート地点で紙の地図を受け取らなかった事前申込者は，受付で紙の地図を受け取って

ください。 

NaviTabi アプリでは⾃⾝の成績を削除できますが，削除してしまうと成績確認ができなくなる

ので表彰対象外とします。削除する場合は，後日されるようお願いします。 



観戦（ライブトラッキング） 

NaviTabi アプリ上で，競技者の位置をリアルタイムで追跡できます。競技に参加される⽅は，１

本⽬の競技をフィニッシュした後にお楽しみください。 

（広島県オリエンテーリング協会の者はやり⽅をまだ理解していません。当日までにでき

るようにしたいとは思っています。） 

 

成績・表彰 

成績は NaviTabi スマホアプリおよびウェブアプリで閲覧できます。後日 LapCenter でも成

績を公開します。 

 

表彰式は⾏いません。１本⽬の成績のみ表彰対象とします。後日郵送します。 

（副賞はTシャツではありません。悪しからず。） 

 

 

 

NaviTabi 相談会 

⾏いません。 

 

 

 

 

 

諸注意 

・⾬天時は主催者の判断で⼤会開催可否を決定します。中⽌する場合は，当日の 7:30 ま

でに，⼤会サイト， Facebook，NaviTabi アプリ内でお知らせします。 

・参加者が，スマホ，⾃分⾃⾝あるいは他⼈に与えた損害，損失等については，主催者は 

⼀切責任をもちません。 

・⾦属ピン付きシューズの使⽤は禁⽌します。 

・⼤会中の写真，映像，記事，記録などの肖像権・掲載権はすべて主催者に属します。 



お問い合わせ 

メール shimmy-t-ota10@outlook.jp 

イベント当日は電話でご連絡ください 090-2800-0178（清水携帯） 

 

 

NaviTabi アプ

リのダウンロ

ードはこちら

から 

mailto:shimmy-t-ota10@outlook.jp

