平成２６年度（第７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
年齢別、男女別で愛知県のチャンピオンを競う大会です。また、12月に岐阜県で開催される全日
本リレーオリエンテーリング選手権大会の愛知県代表を目指しましょう！

開催日：平成26年10月5日（日）愛知県新城市
【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
（申請中）

【集合場所】新城市作手小学校南校舎（旧
小学校） 体育館

巴

【アクセス】名鉄名古屋本線「本宿」駅よりバスを運行。
（バスは先着 50 名とします）
駐車場：会場および作手総合支所（会場から 301 号
線を北へ約１ｋｍ） この 2 か所以外には
駐車しないでください。
会場への経路は下図をご覧ください

昨年度のチャンピオン

競

（上林弘敏さん撮影）

【愛知県ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会ホームページ】
http://www.aichiol.com
【問合先】E ﾒｰﾙ info@aichiol.com 090-5855-4423 小野
【大会コントローラ】近藤康満
【コース設定者】松澤俊行
【競技責任者】小野盛光

技

【競技種目】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 1:10000 等高線間隔 5m 走行可能度 4 段階表示 日本オリエンテーリング地図図式（JSOM）準拠 耐水処理
【競技範囲】WOC2005 で作成した作手高原一帯の O-map の内、国道 301 号線東側の「亀山城址と武家屋敷跡」と称している範囲
【競技範囲への立入】選手権クラス参加希望者は大会までオリエンテーリングをするために競技範囲へ立入ることはできません。
【スタート開始】10 時 30 分を予定 （各自のスタート時刻は事前に指定し、プログラムでお知らせします）
【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

クラスおよび参加料
【クラス・コースと参加料】
男子クラス
愛知県選手
MJH（15 歳以下）
権クラス（全 MH（16～18 歳）
日本リレー
MU（19～22 歳）
愛知県代表
MA（23～34 歳）
選考会）
MS（35～49 歳）
MV（50～64 歳）
MSV（65 歳以上）
一般クラス
MO

女子クラス
WJH（15 歳以下）
WH（16～18 歳）
WU（19～22 歳）
WA（23～29 歳）
WS（30～44 歳）
WV（45～49 歳）
WSV（50 歳以上）
WO

B（中級）

コース
１

参加料
1000 円

１
１

1300 円
1500 円

出場資格
愛知県オリエンテーリング協会指導員、競技者
登録者（ふるさと登録競技者も含む）
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

２
３

1500 円
1500 円

居住地などに係らず参加可

４

（１）各クラス対象年齢は平成 27 年（2015 年）3 月 31 日までに達する年齢です。
（２）23 歳以上でも日本学連登録 4 年目以内の方は、MU と WU のクラスを選択することができます。
（３）以下の希望者は参加料に加えて支払をお願いします。
レンタル E カード 200 円 プログラム郵送 200 円 コンパスレンタル 100 円 バス利用（往復）2,500 円(高校生以下 1,600 円)
（４）愛知県オリエンテーリング協会登録の指導者、競技者登録者（ふるさと登録競技者も含む）は参加料が 100 円割引です。

表

彰

その他のお願い

（１）愛知県選手権者：1 コースで最も所要時間の短かった
男女 1 名を表彰します。
（２）各クラス 3 位までを表彰します。

プログラム

（１）大会への参加は自分の健康状態を考え、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。
（２）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のでご承知おきく
ださい。
（３）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。ただし、今後、大会案内など
の郵送に活用させていただこうと考えています。差支えある方は
お申し出ください。
（３）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するとともに差
支えあるかたはお申し出でください。
（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 9 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。尚、愛知県オリエンテーリング協会では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
会で負担しますので、愛知県チームで出場しましょう。
（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。
変更があった場合はプログラムでお知らせします。
（６）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、7 月 30 日までに問い合わせ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。
（７）当日レース終了後、松澤さんによる練習が実施されます。
奮ってご参加ください。

プログラムは大会の約約 10 日前までに愛知県オリエンテー
リング協会ホームページに掲載します。希望者には郵送しま
す。

申

込

【申込方法】
E メールまたは郵送で申し込んでください。尚、９月２０，
２１日の名椙大会会場でも申込受付を予定しています。
（１）愛知県オリエンテーリング協会ホームページから、
「平
成 26 年度愛知県選手権」のページに入り、大会申込み書（EXEL
シート）をダウンロードし、必要事項を記入し E メールに添
付し、タイトルを「愛知県選手権申込」とし送信してくださ
い。
送付先： entry@aichiol.com
（２）この要項の大会申込書に必要事項を記入し郵送してく
ださい。
送付先：〒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
【参加料の支払い方法】
申込みとともに参加料を以下の口座に振り込んでください。
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
注）一度振り込まれた参加料はお返しできません。また、
愛知県選手権においては代走もできません。予めご了承くだ
さい。

全日本リレー選手権大会愛知県代表選考対象希望について

【申込締切】 9 月 22 日（月)

2014 年 12 月 7 日に岐阜県で開催される第 23 回全日本リレーの選
手権クラスに愛知県代表として出場を希望するかたは、当大会に
出場のするしないにかかわらず、申込書に、希望クラス（２クラ
スまで可）および最近 1 年間の実績（３大会まで）を記入して当
大会申込みと同様の方法で送付してください。尚、全日本リレー
選手権のクラスは要項が公表されていませんが、昨年と同じとし
て記入してください。

選手権クラスは大会当日の申込みはできません。

平成26年度愛知県オリエンテーリング選手権大会参加申込書/第23回全日本リレー選手権出場申込書
②性別

ふりがな

③生年月日（西暦）

参加料

①氏名
男
④住所

女

〒

⑤電話

年

月

日

愛知県に指導者・競技者登

年齢

録している（-100円）

⑦クラス

⑨Eカード番号

⑧所属クラブ

レンタル（200円）

⑩本宿からバス利用（一般

⑪プログラム郵送希望

2500円

（200円）

⑥Eメール
⑫全日本リレー参加希望
出場希望クラス

あり

なし

⑬血液型

/

競技者登録番号
最近1年間の主な実績（大会名、クラス、順位）３大会まで

希望

高校生以下1600円）
希望しない

有

無

合計
円

