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平成２５年度（第６回） 

愛知県オリエンテーリング選手権大会 

兼全日本リレー愛知県代表選考会 

開催日：２０１３年８月２４日（土） 

長野県 駒ケ根市 

 

昨年のチャンピオン 

【主催】 （特非）愛知県オリエンテーリング協会 

【共催】 （有）ヤマカワオーエンタープライズ 

【後援】 （公財）愛知県体育協会 

【集合場所】南割公園アルプス球場・養命酒工場周辺（予定）詳細はプログラムにて発表します。 

【アクセス】 

車：駒ヶ根 ICから東へ 500m「北原」の交差点を右折、広域農道「中央アルプス 花の道」に入り南へ約２km 

「南割」の交差点を右折、西に 500m 走り中央道を潜ったところで南へ 200m。 

公共交通機関：名古屋駅より高速バスあり。「駒ヶ根インター」バス停下車 3km（テープ誘導無し） 

【競技種別】ポイントオリエンテーリング・ミドルディスタンス（優勝設定時間 30分～40分） 

【競技規則】（公社）日本オリエンテーリング協会「日本オリエンテーリング競技規則」準拠 

【競技地図】縮尺 1:10,000 等高線間隔 5m 走行可能度 4段階表示 JSOM2007準拠 

【コントロール位置説明】IOF記号表記 

【パンチングシステム】EMIT社電子パンチングシステム 
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【参加資格】 愛知県オリエンテーリング協会で競技者登録をした方（ふるさと登録競技者も可） 

 愛知県在住、在勤、在学者。 愛知県オリエンテーリング協会加盟クラブ員。 

なお、資格の無い方はこの大会には出場できませんが、同日開催のヤマカワオーエンタープライズ主催のミドル大会がありま

すので、そちらに申し込んでください。又、本大会に B クラスはありませんので、初心者の方などはヤマカワオーエンタープライ

ズの「beginner」クラスなどにお申込みください。 

【クラスとコース】 

男子 女子
MJH (15歳以下)  MH (16歳～18歳) WJH (15歳以下)  WH (16歳～18歳)

MU※ (19歳～22歳)  MA(23歳～34歳) WU※※ (19歳～22歳)  WA(23歳～29歳) 1

MS (35歳～49歳)  MV (50歳～64歳) WS (30歳～44歳)  WV (45歳～49歳)
MSV (65歳以上) WSV (50歳以上) 2

クラス
コース

 

＊ 23歳以上でもインカレ出場資格がある場合には、MU※と WU※※のクラスに出場できるものとします。 

エントリーの際にその旨を備考欄に記入してください。 

これまで全クラス同一コースとしてきましたが、今回、MSV と WSVは短めの「コース２」として分けます。 

長めの「コース１」で最も速かった人を愛知県選手権者とします。 

【参加料】 一般 1,500円、学生 1,300円、18歳以下 1,000円。 

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。 

レンタル E カード 1日 300円 

（ヤマカワオーエンタープライズのイベントにも続けて利用可。2日間連続使用は 500円） 

【全日本リレー選手権出場希望者】 

2013年 12月 15日に東京で開催される全日本リレーの選手権クラスに出場を希望する場合には、エントリーの

際に、希望クラス（2 クラスまで可）および競技者登録番号を記入ください。 

全日本リレー大会選手権クラス 

男子 ME, MS(35歳以上), MV(50歳以上), MJ(21歳以下) 

女子 WE, WS(30歳以上), WV(45歳以上), WJ(21歳以下) 

男子女子とも ｽｰﾊﾟｰﾍﾞﾃﾗﾝ XV(男子 65歳以上, 女子 50歳以上) 

ﾘﾄﾙｼﾞｭﾆｱ XJ(男子 15歳以下, 女子 15歳以下) ←今年から新設 

【24日（土）夜の宿泊】 

翌25日（日）は同じ駒ケ根高原にて公認ミドルと公認スプリントが開催されます。愛知県協会で家族旅行村のケビン

をある程度予約してありますので、宿泊希望者は大会申し込み時に一緒に申し込んでください。 

食事無しの素泊まりで一人4500円を予定しています。 
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申込み方法 

①～⑫について明記の上、申し込んでください。Ｅメールで申し込まれる方は、 

タイトルを「愛知県選手権申込」として、別添のエクセルシートを用いてください。 

① 参加者氏名（フリガナ） ② 性別 

③ 生年月日及び 2014年（平成 26年）3月 31日時点での年齢 

④ クラス ⑤ 所属クラブ 

⑥ Ｅカード No、レンタル希望者は「１日レンタル」または「２日レンタル」と記載 

⑦ 住所 ⑧ メールアドレスと電話番号 ⑨ 競技者登録番号または指導者番号 

⑩ 全日本リレー選手権出場希望者のみ参加希望リレークラス（第２希望まで可） 

直近 1年間の主な成績（選考の参考に使用します。大会名： 、クラス： 、順位： ） 

⑪ プログラムの郵送希望 有・無 

プログラムは県協会 web サイトに公開しますが、郵送を希望される方は申込書と一緒に返信用封筒に 80 円

切手を貼ったものを同封して申し込んでください。 

⑫ 愛知県チームへの協賛金をお願いします。 

⑬ 24日夜の宿泊申込みの有、無 

参加料は以下の口座に振り込んでください。 

一度振り込まれた参加料はお返しできません。予めご了承ください。 

○参加料振込先 

郵便振替の場合： 

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・問合先】 

〒444-0856岡崎市六名 1丁目 5-6 小野方 愛知県オリエンテーリング協会 

電話：0564-51-9992または 090-5855-4423 Eメール：entry@aichiol.com 

【申込締切】 ８月５日（月)  

但し、「24 日夜の宿泊予約」については、定員になり次第締め切ります。 

【その他】 

(1)スタート時刻を指定します。また、欠場の場合の代走は認めません。 

(2)本大会終了後、ヤマカワオーエンタープライズが主催するリレー練習会に参加することが可能です。 

申込は、各自でヤマカワオーエンタープライズにお願いします。 

また、翌日の公認ミドル、公認スプリントへの申込も各自でお願いします。 

なお、Ｅカードのレンタルは愛知県協会より行いますので、2日間のレンタルを申し込まれた方は、 

翌日の公認大会終了まで使用していただくことが可能です。その後の返却は確実にお願いします。 

ヤマカワオーエンタープライズのイベントの申込書には、「自前団体で調達」などのように記載ください。 

mailto:entry@aichiol.com?subject=entry8_24
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(3)当大会にて合同で実施したいイベント（選考会、合宿など）がありましたら、 

6月 30日までに問合先まで連絡をお願いいたします。協議させていただきます。 

(4)全日本リレー選手権大会選手権クラスに出場するには競技者登録が必要です。出場希望者は 8月 20日までに愛知県オリ

エンテーリング協会事務局へ登録料を添えて登録申請をしてください。 

平成 25年度全日本リレー選手権は平成 25年 12月 15日（日）に東京都で開催されます。 

愛知県オリエンテーリング協会では主にリレー参加者のための宿舎、交通手段を検討中です。また、各選手権クラスについては、

第 1 チームは参加料の全額、その他のチームは半額を県協会で負担します。 

(5)要項に記載されている事項は変更される可能性があります。変更箇所及びプログラム（１週間前頃）は、 

愛知県オリエンテーリング協会 Web サイト(http://aichiol.com)にて公開します。 

(6)大会への参加は自己の健康状態を考え、絶対に無理をしないでください。傷害保険は主催者が締結しますが補償額に限度

があります。参加者も傷害保険に加入してください。各自で健康保険証の持参を薦めます。 

(7)自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。また民家の庭や畑に入ったり樹木を傷つけたりしないでください。 

(8)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。 

(9)主催者は、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等を遵守し、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス

向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、全日本リレーの各種連絡（メーリングリスト）

等に利用いたします。 

(10)大会会場で参加者の皆さんを撮影させていただくことがあります。この写真を県協会の Webや資料、パンフレットに使用させて

いただく場合がありますのでご了解をお願いいたします。 

(11)愛知県協会は今年もチーム協賛金を募集しています。頂いた協賛金は主として学生等への交通費援助に使います。参加

費と合わせてお振込みをお願いします。 

平成25年度（第6回）愛知県オリエンテーリング選手権大会兼全日本リレー愛知県代表選考会参加申込書 

ふりがな

①氏　名
③生年月日 　　　歳（2014年3月31日到達年齢）

④クラス ⑤所属クラブ
⑥Eｶｰﾄﾞ(EMIT) ・my Ecard(ｶｰﾄﾞNo.         　　   ) ・レンタル希望

⑦住　所 〒

⑧E-mail アドレス
電話番号

⑨競技者登録番号

⑩全日本リレー選手権出場希望者
希望クラス

大会名 クラス 順位

円

⑪ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ郵送 ・希望する　　・希望しない
⑫愛知県ﾁｰﾑへの協賛金 ・拠出する　　・拠出しない
⑬24日（土）夜の宿泊予約 ・希望する　　・希望しない 円

備考

合　計

18歳以下1000円

Eカードレンタル

円

ﾁｰﾑへの協賛金

素泊り　4500円

直近1年間の主な成績 1日300円、2日間500円

プログラム

②性　別 男　　女

愛知県の指導者・競技者登録者は100円割引

円

送料300円

24日（土）夜の宿泊

円

円

参加費
一般1500円、学生1300円、

 


