
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 ロングはオリエンテーリングの醍醐味！ インカレロングにも備えて！ 
 今夏のすべての世界選手権大会の報告会を大会前夜に実施  
 

◇開催日：2012年10月14日（日）（雨天実施、荒天中止） 

◇会場：愛知県野外教育センター体育館（愛知県岡崎市） 

◇主催：中日新聞社、愛知県オリエンテーリング協会 

◇主管：愛知県オリエンテーリング協会 

 競技：オリエンテーリングクラブルーパー 

◇後援：愛知県教育委員会、岡崎市教育委員会、 

新城市教育委員会、（財）愛知県体育協会、 

（財）愛知県教育・スポーツ振興財団、 

東海地区オリエンテーリングクラブ連絡協議会、 

東海学生オリエンテーリング連盟 

◇協賛：森永乳業（株） 

◇競技責任者：松井健哉 ◇コース設定者：木村洋介 

◇大会コントローラ：岡野英雄 

◇スタート開始時刻：１０：３０（予定） 

◇当日申込者の受付：９：３０～１１：００ 

◇競技形式：ポイントオリエンテーリング（ロング競技） 

◇競技規則：「日本オリエンテーリング競技規則」に基づ

いて行う。 

◇地図：縮尺 1:15000（ME・WE・M21A・W21A） 

1:10000（その他のクラス） 等高線間隔 ５ｍ 走行

可能度 ４段階表示JSOM2007 準拠 

（愛知県協会2005 年作成・2012 年修正） 

◇コントロール位置説明：ＩＯＦ記号を使用 

（M12/W12/B/N/G クラスは日本語併記します。） 

◇通過証明：EMIT 社電子パンチングシステムを使用 

◇競技エリアの立入：公正を保つため、9月15日からオリ

エンテーリング目的での立入はできません。範囲は愛知

県オリエンテーリング協会HP で公開します。 

アクセス・宿泊  裏面の地図参照 

◇自動車：詳しい経路は野外教育センターHP に掲載 

東京・静岡方面から 東名自動車道「豊川IC」から新城

方面151 号線に入り、301 号線「水別」を左折し１.5ｋｍ。 

大阪・名古屋方面から 東海環状自動車道「豊田松平

IC」から 301 号線に入り、「水別」を右折し１ｋｍ 

◇公共交通機関 ：名鉄本線「本宿」駅より専用バス運行 

◇宿泊：前日の野外教育センターの宿泊が可能です。 

※専用バスおよび宿泊・世界選手権大会報告会につい

ては別途申込書をつけた案内を発行します。 

競技クラス  

事前申込 （年齢基準は２０１３年３月３１日現在） 

 男子 女子 

 クラス 参加資格 
優勝設

定時間 
クラス 参加資格 

優勝設

定時間 

 ME 有資格者 90分 WE 有資格者 75分 

上級 M21A 19歳以上 80分 W21A 19歳以上 65分 

M65A 65歳以上 50分 W65A 65歳以上 40分 

M50A 50歳以上 55分 W50A 50歳以上 45分 

M35A 35歳以上 70分 W35A 35歳以上 55分 

M20A 19歳‐20歳 70分 W20A 19歳‐20歳 60分 

M18A 16歳‐18歳 60分 W18A 16歳‐18歳 50分 

M15A 13歳‐15歳 50分 W15A 13歳‐15歳 40分 

中級 M12 12歳以下 30分 W12 12歳以下 30分 

MB 年齢制限なし 30分 WB 年齢制限なし 30分 

初心者 
N 個人        性別・年齢制限なし 30分 

G グループ（2～5人） 性別・年齢制限なし 30分 

当日申込 

上級 OA 個人  性別・年齢制限なし 60分 

中級 OB 個人  性別・年齢制限なし 30分 

初心者 
ON 個人  性別・年齢制限なし 30分 

G グループ  性別・年齢制限なし 30分 

*優勝設定時間は変更になる可能性があります。 

Ｅクラスの出場資格 

日本オリエンテーリング協会のＨＰを参照してください。 

http://www.orienteering.or.jp/runner/e-list.php 

競技者登録 

本大会は公認大会のため、Ｅ，Ａクラスエントリーには、各都道府県オリエンテーリ

ング協会に競技者登録を行っていることが必要です。それ以外のクラス（ＯＡクラス

含む）の競技者登録は不要です。未登録の方は一時登録料（500 円）を払い込むこ

とでＡクラスへエントリーできます。ただし、15 歳以下は一時登録料は無料です。 

スタート時刻事前申込者はスタート時刻を事前に指定します。 

クラス統合申込者の少ないクラスは年齢が隣接するクラスと統合する場合があります。 

 表彰  

◇各クラス上位３人を表彰します。 

◇本大会は東海選手権を兼ねます。ＭＥ、ＷＥに参加した東海４県の競

技者登録者で、 高の成績者を選手権者として表彰します。 

 

ＪＯＡ公認大会（カテゴリーＢ） 大会要項  ロングディスタンス 



参加料  

クラス・年齢 参加料 

ME，WE 3,000 円 

A，B クラス(19 歳以上) 2,000 円 

A，B クラス(18 歳以下)、M12，W12 1,000 円 

OA，OB 2,000 円 

N，ON，G (1 グループ当たり) 1,000 円 

Eカードレンタル300円 

※当日申込の場合は 

主催者が準備する E カードを使用してください。 

プログラム・成績表郵送 各200円  

申込方法  

申込期限：２０１２年９月２８日（日）消印有効 
◇以下の口座に参加料を振り込み、郵送・Ｆax・またはＥメ

ールにて必要事項を送付してください。 

・必要事項送付を E メールにて行う場合、 

メールタイトルは「中日東海大会申込」としてください。 

◇振込先：下記口座に振込をお願いします。 

手数料は参加者各自で負担願います。 

郵便振替口座 口座：00870-9-55079 

加入者名：愛知県オリエンテーリング協会参加料口 

他金融機関からの振り込みの場合 

ゆうちょ銀行 〇八九店 当座0055079 

名義：愛知県オリエンテーリング協会参加料口 

申込み・問合せ先  

〒444-0856 岡崎市六名1 丁目5-6 

愛知県オリエンテーリング協会 小野盛光 

Tel/Fax:0564-51-9992 携帯:090-5855-4423 

Ｅ-Mail: ono511@m4.catvmics.ne.jp 

その他  
・ 当日申込もコース印刷済み地図ですが、予定数を超えた場合マスターマップ方

式となりますので、なるべく事前申込をお願いします。 
・ コンパスの貸し出しを行いますので、受付にお申し出ください。ただし、数に限り

がありますので先着順とさせていただきます。 
・ 雨天決行ですが、気象警報発令など主催者が参加者の安全を十分確保できな

いと判断した場合大会を中止することがあります。その場合でも参加料の払戻し
は行いません。 

・ スポーツ傷害保険には、事前申込者を対象に主催者側でも加入しますが、参加
にあたっては各自で体調管理に責任を持って競技してください。競技中の負傷
については応急手当までとし、その後の責任は負いかねます。健康保険証の持
参をお薦めします。 

・ プログラムは、愛知県オリエンテーリング協会のホームページで公開します。希
望者には郵送いたしますので、郵送を希望される場合は参加費と合わせて費用
を振り込んでください。 

・ 本要項に記載された情報は、予告なく変更される場合があります。プログラムま
たは大会当日の公式掲示板でご確認ください。 

・ 申し込みに際し皆様から頂いた個人情報については、当協会から皆様への連絡
以外に使用いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５４回中日東海ブロックオリエンテーリング大会 参加申込書 

ふりがな  ②性別 
③生年月日（西暦）     年   月   日       歳 

① 氏名  男・女 
 ⑧参加クラス 

④住所 〒 参

加

料  

Eクラス 3,000円 

A・Bクラス(19歳～） 2,000円 

A・Bクラス(～18歳） 1,000円 

⑤電話番号 ⑦所属クラブ N・Gクラス 1,000円 

⑥ E-mail  Eカードレンタル 300円 

⑨ 競技者登録 登録番号：〔               〕 ・ 一時登録 競技者一時登録 500円 

⑩Ｅカード 個人所有Ｅ-card使用（ No:                      ）・レンタル プログラム郵送 200円 

⑪ プログラム郵送 希望 ・ 不要 成績表郵送 希望・ 不要 成績表郵送 200円 

⑭交通手段 バス利用 自家用車 自家用車便乗 ⑫合計金額 円 

⑮ 備考 （グループメンバーの氏名など） ⑬参加料振込日 
月   日 

 

 

entry@aichiol.com



宿泊・専用バス、弁当のご案内

世界選手権などの報告会を実施予定

中日新聞社と愛知県オリエンテーリング協会は第 54 回中日東海ブロックオリエンテーリング大会を

10 月 14 日（日）愛知県野外教育センター（愛知県岡崎市）を会場として開催いたします。

愛知県オリエンテーリング協会は参加される方のために足、宿など支援いたします。ご利用いただき、

快適にオリエンテーリングを楽しんでください。

また、大会前夜には野外教育センターにおいて、JOA 主催にて、2012 年に開催されたフット O をはじ

めとして各種目の世界選手権を報告会の開催を予定していますので、こちらにもご参加ください。

詳しくはプログラムでお知らせします。

申込方法 申込書に必要事項を記入し、合計金額を振込、申込書を申込先まで郵送・Fax・または E

メールにて送付してください。

申込み問合せ先：〒459-8001 名古屋市緑区大高町小坂 6 カーサミドリ 102 土屋晴彦

E-メール : entry@aichiol.com Tel / Fax 052-621-3125 携帯 090-3568-9940

これに係る料金は以下の口座へ振り込みをお願いいたします。

振込先 郵便振替：口座：00870-9-55079 加入者名：愛知県オリエンテーリング協会参加料口

他金融機関からの振り込みの場合 ゆうちょ銀行〇八九店 当座 0055079 名義：加入者名と同じ

 申込期限 : 2012 年 ９月２８日(日) 消印有効

第 54回中日東海ブロックオリエンテーリング大会 宿泊・バス・弁当 申込書

代表者

氏名

連絡先（バス券・弁当券送付先） 〒 －

電話番号

Email アドレス

合計金額

円

宿泊者氏名*1 住所*1 職業*1 性別＊1 年齢＊1 バス 弁当

名 個

＊１はセンターに提出する宿泊名簿作成および部屋割りのためです

宿 大会前日に愛知県野外教育センタ

ーへの宿泊が可能です。

1 泊 2 食付 大人 2、800 円

小人(中学生以下) 2、200 円

足 大会当日の朝、名鉄名

古屋本線本宿駅から大会会

場へのバスを運行します。

運賃：往復 2、500 円

弁当 大会当日の弁当の注文を受けます。

幕の内弁当 700 円

尚、会場周辺には、コンビニ、食堂、売店はありません。

前夜のイベント（予定）

2012 世界選手権報告会

19 時 00 分 ~ 21 時 00 分（予定）

愛知県野外教育センター研修室にて 無 料

野外教育センターへ宿泊されない方でも参加できます。


