
つるまい

OLC

つるまいオリエンテーリングクラブは名古屋市近郊を中心に
活動す　社会人クラブです。新規クラブ員募集中！

オリエンテーリングはセットされたポイントを
最も効率的に通過するルートを自分で判断し、
森を駆け抜けるナビゲーションスポーツです。
思い通りにいったときの爽快感、そして迷ったときの緊張感、
ときに１秒差を争うワクワクが待っています。

開催日と会場　【雨天実施・荒天中止】
☆5 月 12 日 ( 日 ) 森林公園 （尾張旭市）

■大会ＨＰ　http://aichiol.com 　問合せ　info@aichiol.com
■主催 ： ( 特非） 愛知県オリエンテーリング協会　共催 ： 中日新聞社　
■後援 ： 愛知県教育委員会　尾張旭市教育委員会
　　　　　　　　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
■主管 ： つるまいオリエンテーリングクラブ
　　　　　　　　　コースプランナ ： 池田
　　

1500 円（当日 2000 円）18 才以下 500 円（当日 1000 円）

　　 15 才以下 18 才以下　制限なし 35 才以上　50 才以上 65 才以上　中級　　　初心者
男性 　Ｍ１５　Ｍ１８　　ＭA　　　Ｍ３５　　Ｍ５０　　Ｍ６５　 ＭＢ  Ｎ：個人
女性　 Ｗ１５　Ｗ１８　　ＷA　　　Ｗ３５　　Ｗ５０　　Ｗ６５　 ＷＢ　Ｇ：グループ (5 人まで）
　　 　

■競技方法　： ポイントオリエンテーリング。　
　　　園内の地図に指定されたポイントを順番に通過。 タイム計測。 優勝設定時間 50 ～ 60 分
　　　事前申込のスタート時刻は事前に指定します。 （日本オリエンテーリング協会競技規則準拠）
■地図 ： １ ： 7500　等高線間隔２ｍ　走行可能度３段階　　A４サイズ　
■コントロール説明 ： 初心者 ・ グループクラスは日本語併記。 その他クラスは記号表記。
■パンチ器具 ： SI 方式による電子式通過チェック。 SI カードは全員レンタル。　　　
                    ( 当日申込みはパンチ方式になる場合があります。 事前申込をお奨めします。）
■参加資格 ： 国籍、 年齢、 性別を問わずどなたでも参加できます。
■当日受付　９時３０分～１1 時　スタート開始　１０時００分 （予定）　
■クラスおよび参加料 （ＳＩレンタル料込み）

同時開催　フラワーウオーク２０１３　参加無料
お子様と一緒にできるオリエンテーリング体験

（尾張旭市大字新居 5182-1）

500 円 ( 当日 1000 円）

・ 各クラスの対象年齢は 2014 年 4 月 1 日までに達する年齢です。
・ 女性は男性クラスに参加できます。 ・ 初心者クラスは分割して表彰する場合があります。
・ 参加申し込み者が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。
・ 愛知県に指導者 ・ 競技者登録している場合は上記より 100 円を割り引きます。

■申込 ：Ｅメール、 郵送、ＦＡＸで申込書 （裏面） を送ってください。
　　　　　　　（Ｅメールの場合は項目①～⑥の順に記載）
　　　　　　　　郵送⇒〒444-０８５６　岡崎市六名 1-5-6　小野気付 愛知県オリエンテーリング協会
            Ｅメール⇒entry@aichiol.com 　FAX⇒0564-51-9992 
■参加料払い込み　（以下まで参加料を振り込んでください）
　　　郵便振替口座 ： 口座番号 00870-9-55079 
                 名義 : 愛知県オリエンテーリング協会参加料口
　　　他の金融機関からの場合 ： ゆうちょ銀行〇八九店　当座 0055079 名義は同上
■申込締切　２０１３年５月１日 （水） 必着

■集合場所
森林公園植物園内展示館。植物園は９時開園。
植物園の入場料 200 円は参加者にてご負担ください。

【交通案内】
自家用車：名二環小幡 IC または大森 IC より約 20 分
　　　　　第２駐車場（北門）が便利です。
公共交通：名鉄瀬戸線三郷駅より徒歩約３０分
　　　　　植物園東門より入場

留意事項　・ 自己都合による出場取り消しや天災、 荒天などにより大会が中止になった場合、 参加料の返金はいたしませんのでご了解ください。
　　　　　　　　　・ 大会プログラムは大会ホームページにて約 10 日前から公開します。 大会１週間前頃希望者には郵送 (２００円 ) します。
　　　　　　　　　・ 成績表の郵送 (200 円 ) を希望される方は申込時あるいは当日受付にてお申込みください。 コンパスの貸出 (100 円 ) を行います。
　　　　　　　　　・ 大会への参加は自分自身の健康状態を十分に考え、 無理をしないでください。 また森林内を走行する場合がありますので考慮した服装でお願いします。
　　　　　　　　　・ 賠償保険、 傷害保険には主催者で契約しますが、 健康保険証の持参をお勧めします。
　　　　　　　　　・ 参加者が自分自身あるいは第３者に与えた損傷、 損害、 損失においては、 主催者はその責任を負いません。                          

協賛

愛知県民オリエンテーリング大会
2013 年度



トレイルオリエンテーリングはいくつかのフラッグの中
から地図に示されたポイントの位置にある正しい
フラッグを当てるオリエンテーリングの１種目です。
走って行う通常のオリエンテーリングに比べ
まだ一般的ではありませんが、障害者と健常者が
同じ条件のもとで一緒に競技できるのが特徴であり、
今後、障害者スポーツとして普及が期待できます。

会場　
愛知県森林公園（尾張旭市）
植物園内　　展示館
（植物園の入園料２００円が必要です）
名鉄瀬戸線「三郷」駅から徒歩約３０分
　植物園東門から入場。
車の場合は第２駐車場（北門）が便利です。
<H25愛知県民オリエンテーリング大会
　　　　　　　　　　　　　　　と同じ会場です>
■講師　岡野　英雄氏
　　日本オリエンテーリング協会１級ディレクター
■1４時開始予定　（終了は１７時を予定）
■参加料　５００円（当日徴収します）
　県内のJOA公認指導員及び１８歳以下の方は無料
■申込み・問合せ
EメールまたはFAXで申し込んでください。
愛知県オリエンテーリング協会　小野
Ｅメール:info@aichiol.com
電話・FAX　０５64－5１－9992
携帯　０９０－5855－4423　
　

愛知県民オリエンテーリング
大会に引き続き１４時から
研修会を開催します。
オリエンテーリング大会と
合わせて参加されることを
お奨めします。

2013年度愛知県オリエンテーリング指導者研修会

「トレイルオリエンテー
　　　　　　リングとは」

5月
1 2日(日）

20 1 3

主催　NPO法人　愛知県オリエンテーリング協会

< 以下は「愛知県民オリエンテーリング大会」の申込書です。（表面）＞

申込書の個人情報は大会の連絡 ,今後の大会のご案内などに使わさせていただきます。
大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・ビデオ・新聞・雑誌・インターネット等 への記載権は、主催者に属します。

⑤払込額

参加料　　　　　　　　　　円

登録者割引　　　有り (-100 円 )

プログラム郵送　希望 (+200 円 )

成績表郵送　　　希望 (+200 円 )

合計　　　　　　　　　　　円

①氏名
②所属クラブ ③参加クラス

④連絡先

⑥代表者
以外の
メンバ

２０１３年愛知県民オリエンテーリング大会　参加申込書

ふりがな（　　　　　　　　　　　　）　

〒　

電話番号　　　　　　　　　　　　　メールアドレス


