平成３０年度（第 11 回）
愛知県オリエンテーリング選手権大会
全日本リレー愛知県代表選考会

兼

プログラム
とき：2018 年 9 月 23 日(日)
集合場所：新城市 作手農村集落多目的共同利用施設
主催：（特非）愛知県オリエンテーリング協会
後援:愛知県教育委員会、新城市教育委員会、(公財)愛知県体育協会
【競技責任者】小野盛光

【コース設定】松澤俊行

【愛知県オリエンテーリング協会ホームページ】http://www.aichiol.com
【問合先】E ﾒｰﾙinfo@aichiol.com 携帯 090-3568-9940 土屋、又は 090-5855-4423 小野
【アクセス】
○名鉄本線「本宿」駅前（国道 1 号線側）大会バス（バス会社：西三バス）を運行。
配車予定：7 時 50 分
出発：8 時 10 分
当日参加者でバスを利用希望の方は早めにおいでください。
バスの前に「愛知県オリエンテーリング協会」と表示
名鉄電車の本宿駅到着時刻
名古屋・岡崎方面から 7 時 51 分準急 8 時 02 分急行
豊橋方面から
7 時 48 分準急 8 時 00 分普通
会場着：9 時 30 分予定。帰りは会場を 15 時出発予定。
朝「本宿」駅に係員を配置しますが高校生のため、ご協力ください。
○車の場合
国道 301 号線の新城市作手地区・田原交差点（信号あり）から県道 35 号線設楽方面へ約
5km。旧菅守小学校（現レストラン「すがもり」に隣接した体育館。
駐車場：会場周囲に約 50 台。更に 400ｍ進んだところの JA に約 20 台駐車可

当日の流れ
９：３０

会場オープン

１０：００～１０：０５ 開会式（競技説明と前年度選手権者から優勝トロフィーの返還を行います。）
１1：００～１２：３０ スタート
１３：３０（予定）

表彰式

１４：１０

フィニッシュ閉鎖

会場レイアウト

受付
本大会は、愛知県オリエンテーリング協会の定めるテレイン管理制度のもとに運営されます。
当プログラムの巻末の誓約書を印刷の上、直筆署名の上提出してください。
テレイン管理誓約書提出無しでスタートした場合は、失格となります。
○事前申込者
E カードレンタルの方はバックアップラベルに自分の名前が書かれたＥカードを受け取ってください。
申告された E カードを使用される方は、バックアップラベルをロールから自分でちぎって使ってください。
自分のＥカードを忘れたり、故障が発生した場合は受付で借りてください。（レンタル料 300 円）
参加料の過不足なども受付で対応いたします。
○当日申込（ＭＯ、ＷＯ，Ｂクラスのみ）10：00～11：00
申込用紙に必要事項を記入して受付に参加費（２０００円）と共に提出してください。
スタート時刻は 11 時 47 分～12 時 30 分ｔです。
競技形式 ポイントオリエンテーリング（ミドルディスタンス）
競技規則 （公社）日本オリエンテーリング協会が定める競技規則に準じて実施
使用地図 縮尺 1：10,000 等高線間隔 5m JSOM 準拠 （全クラス共通） 耐水加工済
特殊記号

黒○：炭焼き釜跡

コントロール位置説明 IOF 記号
通過記録 エミット社電子パンチシステム（E カード）

コースプロフィール
コース
１、愛知県選手権（下記 2 クラス以外）
２、愛知県選手権(M65-､W50-)
３、一般Ａクラス（MO，WO）
４、一般Ｂクラス（B）

距離（km）
３．８
２．２
３．５
２．０

登距離（m）
２００
１１０
１７０
１１０

想定トップタイム（分）
３５
４５
３２
４０

注）想定トップタイムは同一コースを走る全参加者中の最高タイムを想定しています。
愛知県選手権年代別クラス分け
男子：Ｍ10－15 Ｍ16―18

Ｍ19－22 Ｍ23－34 Ｍ35－49 Ｍ50－64 Ｍ65－

女子：Ｗ10-15 W16－18 Ｗ19－22 Ｗ23－29 Ｗ30－44 Ｗ45－49 Ｗ50－
○コース

愛知県三河高原地区のテレインで問われる典型的な課題を盛り込んだコースとなっています。等高線
を読み的確なルート選択・ルート維持をすること、コンパスを活用して適切に斜面での方向確認・方向維持
をすることが重要となります。
★給水コントロールを設置します。以下、各コースでの目安です。
コース１～３：コース上の約 30％地点

コース４：コース上の約 35％地点

給水コントロールの他、道上に１ヶ所給水所を設けますが、ルート選択によっては通過しない可能性
があります。給水コントロール、給水所での給水は、全てセルフサービスとなります。

テレイン
人工林が大部分で大きな山塊となっており、細かい特徴物は少ない地形です。

・台風の影響について
9 月 8 日（土）に運営者による現地下見と試走を行っており、8～9 月の台風の影響は最小限である
ことを確認しています。道上に多少の倒木や落枝がある部分が見受けられますが、全く進めなくな
る、ということはありません。
気候
標高 500m のため、平地に比べ、やや気温は低い地域です。
スタートまで
・スタート地区は会場から青テープ誘導にて約２０分です。
・ウォーミングアップは会場で行ってください。
スタート

11：00～12：40
３分前

２分前

１分前

愛知県選手権（下記以外）
愛知県選手権（M65-、W50-

スタートユニット

一般（ＭＯ，ＷＯ、Ｂ）
遅刻者

作動確認ユニット

スタート 3 分前になったら、作動確認ユニットにＥカードをはめ込み、ユニットランプの点滅を確認の上、枠に入
ってください。
・ ランプが点滅しない場合は、Ｅカードが故障している可能性がありますので、スタート係から代わりのＥカー

・
・
・
・
・

・
・
・

ドを借り、競技をしてください。（E カード返却時、本部で借用料３００円をお支払ください）
スタートチャイマーが鳴ったら、1 つ前の枠に進んでください。
1 分前の枠に進んだら、係員にＥカードの確認を受けてください。
スタートチャイマーの 10 秒前の合図があったら、スタートユニットにＥカードをはめ込み、そのままで待機し
てください。
スタートチャイマーの合図で地図を取り、クラス名を確認し、赤テープに沿ってスタートフラッグ（地図の△
印）まで進んでください。
遅刻者はＥカードの作動確認を行った後、遅刻者枠の最前列に進み、クラスとスタート時刻を申し出て、Ｅ
カード確認を受ける。スタートユニットにＥカードを着脱し、地図のクラス名を確認し係員の案内に従ってス
タートしてください。 （12 時 40 分を超えるとスタートできません）
リレー競技を想定し、コントロール位置説明は配布しません。
過去にスタート時リフトアップした記録が無いケースがありました。セットした時にユニットのランプ点滅を必
ず確認してください・
スタート地区には飲料水は用意しません。

計時
基本的にＥカードをスタートユニットから離した時点をスタート時刻としますが、遅刻者は正規スタート時刻から
の所要時間とします。
フィニッシュ
・ フィニッシュはパンチングフィニッシュです。
・ フィニッシュで E カードの読み取りを行ってください。（棄権する場合も同様にしてください）
但し、棄権する場合でフィニッシュを通ることができない場合や非常に遠回りになる場合は受付会場の
ラップ配布所で、E カードを読み取らせてください。
・ フィニッシュから会場まで約 300m（徒歩 10 分以内）です。（テープ誘導はありませんが、帰路はわかりや
すい。）
・ フィニッシュおよび E カード読み取りでは地図を回収しない予定なので、スタート前の選手に見せないでく
ださい。
・ フィニッシュ閉鎖時刻以前に再びテレイン内に入らないでください。（競技後の選手がテレイン内にいると、
競技中の選手に影響を与える可能性があります。）
・ 全部回れなくても、フィニッシュは 14：10 までにしてください。
・ 競技時間は９０分とします。これを超えると失格になります。
表 彰
受付会場で行います 13：30~（予定）
各クラスともに上位３名を表彰します。
選手権コース１の男女トップの方に愛知県選手権者としてトロフィーを進呈し栄誉を称えます。
（持ち回り）
その他
・健康保険証の持参をお願いします。主催者は傷害保険に加入しますが、補償額には限度があります。
・参加者は自分自身のあるいは第三者に与えた事故・損傷・損害について、十分注意をしてください。
事故などがありましたら、係員にお知らせください。
・自分で出したゴミは必ずお持ち帰りいただくようお願いいたします。

地元の方にあったら「こんにちは」
「お世話になります」の一言を！
田畑、民家や会社などの敷地に絶対入らないようお願いします。
体調には気を付けて！

誓約書（大会参加者用）
今後も末永くオリエンテーリングが続けられるように、テレインをお
借りしている地域の皆様に対し感謝の気持ちをもっていただき、オリ
エンテーリングのマナーを啓発するために、ご利用いただくすべての
皆様に誓約をお願いするものです。
以下の行いについて、正しいと思うものに〇、間違っていると思うもの
に×をつけてください。

道に農機具が捨ててあった。後か
らくるランナーが危ないので、横
によけておいた。

テレイン内で地元の人から何をしてい
るか聞かれたが、タイムに影響するの
で、そのまま走り去った。

山で迷っているうちに民家に出て
しまった。留守のようなので、庭
を通らしてもらい道路に出た。

田んぼのあぜ道を走っている参加者を
見つけたので、「そこは立入禁止です
よ」と声をかけた。

オリエンテーリングでは「マナー」は競技の一部です。
テレインは他人の庭と同じです。走らさせていただく感謝を忘れない。
軽く会釈するだけでもテレインをお借りしている感謝の気持ちを表します。
誓約
私は、上記マナーを守り、地域の皆様に感謝の気持ちを忘れません。

クラス

所属

署名

この契約書は、各大会に任命されるテレイン管理者へ提出してください。
この誓約書を提出せずに参加した者、上記マナーを守れない者は失格とします。
（特非）愛知県オリエンテーリング協会 会長 新帯 亮

