
愛知県スポーツ・レクリエーションフェスティバル2017 

オリエンテーリング大会 
プログラム 

【日時】 平成２９年１０月２２日（日） 

【競技会場】 豊田市白浜公園・千石公園 

【主催】 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会 

【主管】 愛知県オリエンテーリング協会、オリエンテーリングクラブルーパー 

【受付時間】 ９：３０～１０：３０ 

【集合場所】 豊田市視聴覚ライブラリー（豊田市挙母町3－59）３階集会室 

 

 

【公共交通】名鉄豊田市駅から徒歩１５分、または愛知環状鉄道「新豊田駅から徒歩２０分。 

（市街地のためテープ誘導は行いません。） 

【自家用車】地図参照 

http://aichiol.com/event17/2017_10_22sporec/avlmap_0.pdf


 

【集合場所内詳細】 

施設内3階が会場となります。以下に詳細を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大会の実施】この地方に暴風雨警報が出ている場合は大会を中止します。また、荒天･地震･事故によっ

て多くの参加者の来場が困難な場合、競技を行うことが危険と判断される場合も大会を中止

します。中止の場合は、当日午前7時に決定し大会ホームページに発表します。 

通常の雨の場合は実施します。 

大会ホームページ  http://aichiol.com 

連絡先：愛知県オリエンテーリング協会 事務局 小野０９０－５８５５－４４２３ 

 

【競技形式】 個人･グループともポイントオリエンテーリング 

【通過証明】 エミット社電子パンチ＆計時システム使用 

【競技規則】 「日本オリエンテーリング競技規則」に準ずる。 

【地図】 縮尺1:5,000、等高線間隔2.5ｍ、走行可能度3段階表示 

【位置説明】 IOF記号を用います。ただし、Ｎクラスとグループは｢日本語表記｣を使用します。 

 位置説明表はスタートで、スタート2分前に各自でとってください。 

 なおケースは各自でご用意ください。 

【競技責任者】 谷 祐樹 

【コースプランナー】 谷川友太 

第 1受付,第２受付 

男子更衣室 女子更衣室 

http://aichiol.com/


【クラス】 

男子個人

クラス 

参加年齢 距離 登距

離 

優勝設

定時間 

女子個人

クラス 

参加年齢 距離 登距

離 

優勝設

定時間 

ＭＡ 年齢制限なし 2.6km 30m 15分 ＷＡ 年齢制限なし 2.6km 30m 18分 

Ｍ１５ 15歳以下 2.1km 30m 15分 Ｗ１５ 15歳以下 2.1km 30m 18分 

Ｍ１８ 18歳以下 2.1km 30m 12分 Ｗ１８ 18歳以下 2.1km 30m 18分 

Ｍ３５ 35歳以上 2.6km 30m 18分 Ｗ３５ 35歳以上 2.1km 30m 18分 

Ｍ５０ 50歳以上 2.1km 30m 18分 Ｗ５０ 50歳以上 2.1km 30m 20分 

Ｍ６５ 65歳以上 1.6km 30m 15分 Ｗ６５ 65歳以上 1.6km 30m 20分 

ＭＢ 年齢制限なし 

中級 

1.6km 10m 15分 ＷＢ 年齢制限なし 

中級 

1.6km 10m 20分 

ＭＮ 年齢制限なし 

初心者 

1.3km 10m 15分 ＷＮ 

 

年齢制限なし 

初心者 

1.3km 10m 20分 

Ｇ 年齢制限なし 

グループ 

1.3km 5m 25分      

 

競 技 の 流 れ 

受付９：３０～１０：３０ 

【事前申込の方（Ｅメール･郵送で申し込まれた方）】 

☆ 第１受付に氏名を申し出て、参加料などを支払ってください。 

 個人 1200円、１８歳以下 700円、Ｎ、グループ 700円 

 Ｅカードレンタル 300円 

【事前申込の方（Japan-O-entryで申し込まれた方）】 

☆ 第１受付を通る必要はありません。 

 

【事前申込共通】 

☆ マイカードの方はバックアップラベルを受け取って下さい。 

☆ レンタルカードの方は自分の名前が書かれているＥカードを受け取って下さい。 

☆ 個人クラスの参加者は、事前にスタート時刻を指定しスタートリストで発表します。 

 グループの方は、受付に氏名を申し出て、スタート時刻の指定を受けて下さい。 

 

【当日申込の方】受付９：３０ ～ １０：３０  マイカードは使用できます。 

☆ 受付前の机で、参加申込書を記入してください。 

☆ 第１受付で、参加料およびＥカードレンタルの場合は300円を加えた金額をお支払いください。 

  個人1700円、１８歳以下1200円、Ｎ・グループ1200円、Ｅカードレンタル300円 

☆ 第２受付に申込書を提出し、スタート時刻の指定を受けてください。 

 クラスとスタート時刻が記入されたバックアップラベルを受け取って下さい。 

 バックアップラベルの無い方は、スタート出来ません。 

☆ 当日申し込みの方のスタート時刻は、事前申込者の後になります。 

 

【受付でコンパスの貸し出しをします。】  無料です。 

☆ 終了後、返却して下さい。ただし、紛失・破損の場合は、実費を負担していただきます。 



【初心者説明】９：３０～１１：００ 

☆ 初めてオリエンテーリングをされる方は、受付に申し出て説明を受けて下さい。 

 

【Ｅカード使用時の注意事項】 

☆ Ｅカードはコントロールを通過した証拠をカード内に記録する仕組みになっています。 

☆ 同じ番号のコントロールを続けて２回以上パンチした場合は最初のパンチのみが記録されます。 

☆ 間違ったコントロールをパンチした場合、その後正しいコントロールを順にパンチしてください。 

☆ Ｅカードの作動不良を発見するために、会場の受付で必ずＥカードの動作確認を行ってください。 

不良があればレンタルの場合は交換、マイカードの場合はレンタルを行います。 

☆ レンタルカードを紛失または破損された場合、実費5000円を負担していただきます。 

付属ゴムバンドをしっかり指にはめて競技して下さい。 

 

【スタート】１０：３０～１２：００ 

☆ スタート地区は会場から青テープに沿って10分です。 

☆ スタート枠に入る前に必ずＥカードの「起動」を行ってください。その際、ユニットのランプが赤く点

滅するのを確認して下さい。点灯しないなど、少しでも異常がある場合は、役員に申し出て代わりの

カードをもらって下さい。 

☆ ３分前：枠に入って下さい。 

☆ ２分前：枠を一つ進みます。自分のクラスの位置説明表を取ってください。 

☆ １分前：枠を一つ進み、自分のクラスの地図を取ってください。（地図面を見ないでください。） 

そしてＥカードのチェックを受けて下さい。スタート10秒前のブザーでＥカードをユニットにはめ込

みます。（この時もユニットのランプの点滅を確認してください） 

☆ スタートブザーと同時に、Ｅカードをユニットから離して地図を取り、スタートして下さい。 

☆ 地図上の△までは赤テープ誘導です。 

☆ 遅刻者はＥカードを起動ユニットにより起動させ、直ちにスタート枠へ入り、係員によるＥカード、ク

ラスの確認を受け、位置説明･地図を取り、リフトアップによりスタートしてください。 

ただし、所要タイムはあらかじめ決められたスタート時刻からとなります。 

         ３分前          2分前 1分前 
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【競技】(終了時刻１３：００) 

☆ コントロールは指定の順番にまわり、コントロールに到達したら番号を確認してＥカードをユニットに

はめ、確実にパンチして下さい。 

☆ 競技終了時刻は１３：００です。競技途中でもそれまでにゴールして下さい。 

また、優勝設定時間の３倍を超えた場合も失格となります。 

★ 途中で競技をやめる場合も必ず本部に報告して下さい。 

 

【フィニッシュ(ゴール)】～１３：００ 

☆ 最終コントロールからのテープ誘導はありません。 

☆ グループは全員そろってゴールして下さい。 

☆ Ｅカードをフィニッシュユニットにはめて、パンチして下さい。 

☆ Ｅカードを会場内の『計算センター』に提出して下さい。 

☆ 地図は回収しません。出走前の参加者には見せないようにして下さい。 

☆ コンパスを借りた方は、会場の受付で返却して下さい。 

 

【競技終了後】 

☆ 成績の速報掲示を行います。 

☆ 成績表の申し込みは１部200円で受け付けます。 

☆ 成績は愛知県オリエンテーリング協会のホームページhttp://aichiol.com に掲載します。 

☆ 苦情・質問は本部で受け付けます。 

 

【表彰】 

☆ 表彰式を１３:３０頃から行う予定です。競技の進行状況により早まる可能性があります。 

各クラス３位まで表彰します。 

 

【注意事項】 

■主催者は１日傷害保険に加入しますが、補償額には限度があります。健康保険証の持参をお勧めします。 

■競技への参加は自分自身の健康状態を考慮し、決して無理をしないで下さい。 

■公園にはたくさんの来園者が見えますので、充分注意し、ぶつからないようにしてください。 

また公園内の施設など壊さないように気を付けてください。 

事故がありましたら、必ず本部へ報告してください。 

http://aichiol.com/



