
平成28年（2016年）１０月９日（日）
　

主　　催　　特定非営利活動法人　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　  岡崎市教育委員会　
            公益財団法人愛知県体育協会 　　公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団
　　　　　　公益財団法人岡崎市体育協会　
協　　賛　　森永乳業(株)                                       　　
　　

◎会場　愛知県野外教育センター（岡崎市千万町町）
◎交通手段　
　名鉄「本宿」駅から大会バス運行。（所要50分）
　　　運行予定：大会前日（8日）行き11時発　帰り16時発
　　　　　　　　大会当日（9日）行き　8時50分発　帰り14時30分発
　　　バス代（往復）　18歳以下2000円　　19歳以上3000円　　
　　
　　新東名高速道路「岡崎東IC」から18km
（会場内の駐車場の数に限りがありますので、車で来られるかたには駐車券を発行します）

◎運営責任者:小野盛光   ◎競技責任者:新帯　亮   ◎コース設定者:選任中
◎大会コントローラ　小野田　敦（京都府オリエンテーリング協会）

　　　　　
  
   

参加申込

　　　　申込締切　平成28年（2016年）9月19日（月）消印有効

参加料
申込み方法
申込書の送付

大会公式サイトから申込シートをダウンロードし、メールに添付し送ってください。

　送付先:entry@aichiol.com

メールの件名を「中日東海大会申込」としてください。 

郵送申込み

本要項に添付の申込書に必要事項を記入し、以下の申込先まで郵送してください。

送り先；〒444-0856 愛知県岡崎市六名1-5-6　小野方

　　　愛知県オリエンテーリング協会

封筒の表に「中日東海大会申込」と書いてください。

会場申込み

主要大会会場にて、申込みを受け付けます。申込書に記入の上、参加料

を添えて申し込んでください。参加料の振込
参加料を下記の口座へ振り込んでください。振込手数料は参加者が負担してください。振込依頼人の名義は参加申込

者と同一名（複数人数分をまとめて申し込む場合は代表者名）をご使用ください。銀行振込は参加申込者名義の口座

から振込んでください。

振込が確認できましたら大会公式サイトのエントリーリストにお名前を掲載いたします。締め切りがすぎても名前が

掲載されない場合にはご連絡ください。

振込先
【郵便振替】口座番号　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

他金融機関から振込場合　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　　　　　　　　 

プログラムおよび成績表

プログラムおよび成績表の発表は,大会公式サイトおよび印刷版の郵送で行います。印刷版のプログラム（200円）お

よび成績表（200円）をご希望の場合は申込み時にその旨をご記入ください。1週間前までに届かない場合は問合せ先

までご連絡ください。

参加申込書記入にあたり　＊記入または必要事項を○で囲ってください。　＊参加申込書は1人につき1枚記入してください。

　　　　　　　　

　　　 関連イベント　１０月８日（土）　前日大会　2016年度世界選手権報告会（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　　（愛知県野外教育センター）

名鉄「本宿駅」から大会バス運行。　　希望者は野外教育センターに宿泊できます。
　　　　　　   

大会公式サイト

http://www.aichiol.com

第58回

中日東海ブロック
　オリエンテーリング大会
　　兼　第9回東海選手権大会

写真提供　上林弘敏 

23歳以上　　  　2,500円　   　　　　　　
19～22歳　 　    1,500円
18歳以下　　      1,000円
初心者・グループ    500円
(グループは1組当たりの金額）

Eカードレンタル料300円
（前日大会も含め1日当たりの額）

(公社）日本オリエンテーリング協会公認Ｂ大会
　　　　　　ミドルディスタンス

第５８回中日東海ブロックオリエンテーリング大会 参加申込書 

ふりがな  ②性別 ⑧参加クラス 参

加

料 

中

日

東

海 

 23歳以上 2,500円 

①  氏名  
男 

 女 

中日東海 

B大会 

19～22歳 1,500円 

18歳以下 1,000円 

前日 

大会 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ初心者 500円 

前日 

大会 

19歳以上 800円 

③生年月日（西暦）     年   月   日     歳 18歳以下 300円 

④住所 〒 Eカードレ

ンタル 

1日 300円 

2日 600円 

⑤電話番号 ⑦所属クラブ プログラム郵送 200円 

成績表郵送 200円 

⑥ E-mailアドレス バス利

用料 

18歳

以下 

1往復 2,000円 

2往復 4,000円 

⑨ 競技者登録番号 

（エリート、上級に出場希望の方のみ） 

19歳

以上 

1往復 3,000円 

2往復 6,000円 

⑩Ｅカード   個人Ｅ-card使用 （カードNo:             ） ・ 借用 
宿泊 

中学生以下 2,160円 

⑪ プログラム等郵送 プログラム： 希望 ・ 不要  成績表：  希望  不要 一般 2,810円 

⑫バス利用 １往復（来場日8日 ・ 9日） ２往復  9日弁当 720円 

⑬駐車券希望 希望する   希望しない JOAへの寄附 円 

⑭グループメンバーの

氏名 
 

⑯合計金額 

 

 

円 

⑮日本オリエンテーリ

ング協会への寄附 
会員支援のための寄附を致します。 寄附金額       円 

⑰参加料

振込日 

       

 月   日 

 



競技情報
◇スタート開始時刻：午前10時40分（予定）　事前申込者のスタート時刻は指定します

◇競技形式：ポイントオリエンテーリングによるミドルディスタンス競技、個人競技

◇競技規則：（公社）日本オリエンテーリング協会が定める「日本オリエンテーリン グ競技規則」に基づいて行います。

◇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　ポリ袋入り

◇コントロール位置説明：IOF記号（中級、初心者、グループは日本語併記）

◇計時システム：エミット社の計時システム、当日申込みも含めマイEカードの使用可

◇競技時間：本大会では競技時間を設けます。詳細はプログラムでお知らせします。

◇服装・靴：特に制限はしませんが、テレイン内にはとげのある植物や間伐材もあります。

◇表　　彰：大会当日各クラス上位3名を会場にて表彰します。（OA,OB,ONの表彰はありません）

　　　　　東海選手権：ME,WEに参加した東海4県（静岡、三重、岐阜、愛知）に競技者登録者で最も上位の方に東海選手権者

　　　　　として楯を進呈します。（ME,WEに該当される方がいない場合はM21A　W21Aが対象クラスとなります。

◇代　　走：代理出走はできません。

◇テレイン情報：今大会のテレインは標高500m前後であり、競技エリアはほとんど

　　　　　人工林となっております。通行可能度は良いが斜面は比較的急で、細か

　　　　　地形は少ない。

◇トレーニングコース:前日に開催する大会にご参加ください。テレインは当大会に

　　　　　隣接し、地形・植生は類似しています。

◇立入禁止区域：本大会に参加される方は、大会まで下記範囲の立ち入りはできま

　　　　　せん。違反した場合は失格となります。

クラスと優勝設定時間

M:男子　　W:女子
E:エリートクラス
A:大会経験が豊富な方
B:大会経験が少ない方
N：初心者

*参加者の年齢は平成29年（2017）
　年3月31日に達する年齢です。
＊20Aより低年齢層のクラスは実
　力が備わっておれば１つ上位ク
　ラスに出場できます。
＊参加者が多いクラスについては
　複数のクラスに分けることがあ
　ります。その場合、コース距離、難
　易度は同程度とします。
＊参加者が少ないクラスについて
　は年齢が隣接する複数のクラス
　と統合することがあります。（20A
　より低年齢層のクラスにおいては
　クラスを統合しません。）
＊優勝設定時間については変更す
　ることがあります。

　
出場資格
＊国籍、性別、年齢を問わず健康な体を有する方。
＊Eクラスは2016年８月31日までにエリート資格を獲得している必要があります。
　出場資格においての詳細は（公社）日本オリエンテーリング協会Webサイトをご参照ください。
＊Eクラスの出場資格を持たない方のEクラスへの出場については、あらかじめ所属する都道府県協会の推薦を受けた上、
　（公社）日本オリエンテーリング協会の競技委員会の判定が必要です。
＊Eクラス、Aクラスに参加する場合は競技者登録を行っていることが必要です。
＊Bクラス、Nクラスおよび当日申込クラスは、競技者登録不要です。

注意事項
＊要項および公式サイトに記載されている事項は、予告なく変更される可能性があります。（変更があった場合は、大会公式
　サイトにて変更箇所を公表します。）
＊競技エリアと会場内は火気使用禁止です。
＊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。当日の体調を確認し大会役員および大会救護
　員が大会参加に問題があると判断した場合、競技参加を禁止する場合があります。
＊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。参加者も各自で傷害保険に加入していただくとともに健康
　保険証を持参していただくようお願いします。
＊自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。また、民家の庭や田畑に入ったり、樹木を傷つけないでください。
＊参加者が自分自身、あるいは第3者へ与えた損傷、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、ご了承を
　お願いします。
＊大会会場内での物品販売は1か月前までに主催者の許可を得てください。
＊大会申し込み時にいただいた個人情報は、大会関係、愛知県オリエンテーリング協会からの大会などの情報提供以外に
　は使用いたしません。また、大会当日、主催者および主催者の許可を得て撮影した写真については、大会報告書、大会公式サ
　イトなどに使用することがありますので、予めご了承ください。

問合せ先

（特非）愛知県オリエンテーリング協会　　　Eメール　info@aichiol.com 
電話　090-5855-4423（小野）電話は 20 時までにお願いします。　FAX　0564-77-4797　　

WOC2005

　　　

昭文社マップル使用

上級 OA  個人・性別・年齢制限なし 30分 
中級 OB  個人・性別・年齢制限なし 30 分 

初心者 ON  個人・性別・年齢制限なし 25分 

G  グループ・性別・年齢制限なし 25分 

 

当日申込

前日大会について

許可

内　　容：ショートディスタンス競技（優勝設定時間15～20分の技術を優先したコースで、本番への調整に適しています。）
受付時刻：8日（土）12時～13時まで、事前申込者はスタート時刻を予め指定し、プログラムで公表します。
集合場所：愛知県野外教育センター　体育館
参加料　：19歳以上800円　18歳以下300円（当日申込みは200円増額となります）
クラス　 ：男子　MJ（20歳以下）　MA（年齢不問）　MS（40歳以上）　　
　　　　  女子　WJ（20歳以下）　WA（年齢不問）　WS（40歳以上）
表　　彰：大会当日、各クラス上位3名に賞を贈呈します。

宿泊・弁当について
愛知県野外教育センターで宿泊可能です。参加申込書にて申込みをお願いします。
宿泊（夕、朝食付き）　一般2,810円　　中学生以下2,160円
注）相部屋となります。

9日の昼食弁当を720円にて斡旋します。参加申込書にて申込をお願いします。

会場へのマップ
JOAへの寄付について
本大会では参加料に含
めて、JOAへの寄付募集
を行いませんが、皆さん
の御厚志を参加申し込
み時および会場にて募
ります。ご協力よろしく
お願い致します。尚、愛
知県オリエンテーリング
協会からまとめてJOAへ
納入する際には、寄付い
ただいた方の氏名、住所
、金額などをJOAへ情報
提供します。来年年初にJ
OAから寄附の領収証が
届きますので、確定申告
を行い、減税措置を受け
てください。

世界選手権大会報告会について
10月8日（土）夕刻に世界選手権大会、アジア選手権等の報告会を実施予定です。詳細な時間と会場についてはプログラムで
発表します。

 男子 女子 

 クラス 参加資格 
優勝設

定時間 
クラス 

参加資格 優勝設

定時間 

 M21E 有資格者 35分 W21E 有資格者 35分 

上級 M21A 19歳以上 35分 W21A 19歳以上 35分 

M65A 65歳以上 25分 W65A 65歳以上 25分 

M50A 50歳以上 30分 W50A 50歳以上 30分 

M35A 35歳以上 35分 W35A 35歳以上 35分 

M20A 19歳‐20歳 35分 W20A 19歳‐20歳 35分 

M18A 16歳‐18歳 30分 W18A 16歳‐18歳 30分 

M15A 13歳‐15歳 30分 W15A 13歳‐15歳 30分 

中級 M12 10歳-12歳 25分 W12 10歳-12歳 25分 

M20B 13歳-20歳 25分 W20B 13歳-20歳 25分 

M21B 21歳-49歳 30分 W21B 21歳-49歳 30分 

M50B 50歳以上 25分 W50B 50歳以上 25分 

初心者 MN 年齢制限なし 25分 WN 年齢制限なし 25分 

 



競技情報
◇スタート開始時刻：午前10時40分（予定）　事前申込者のスタート時刻は指定します

◇競技形式：ポイントオリエンテーリングによるミドルディスタンス競技、個人競技

◇競技規則：（公社）日本オリエンテーリング協会が定める「日本オリエンテーリン グ競技規則」に基づいて行います。

◇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　ポリ袋入り

◇コントロール位置説明：IOF記号（中級、初心者、グループは日本語併記）

◇計時システム：エミット社の計時システム、当日申込みも含めマイEカードの使用可

◇競技時間：本大会では競技時間を設けます。詳細はプログラムでお知らせします。

◇服装・靴：特に制限はしませんが、テレイン内にはとげのある植物や間伐材もあります。

◇表　　彰：大会当日各クラス上位3名を会場にて表彰します。（OA,OB,ONの表彰はありません）

　　　　　東海選手権：ME,WEに参加した東海4県（静岡、三重、岐阜、愛知）に競技者登録者で最も上位の方に東海選手権者

　　　　　として楯を進呈します。（ME,WEに該当される方がいない場合はM21A　W21Aが対象クラスとなります。

◇代　　走：代理出走はできません。

◇テレイン情報：今大会のテレインは標高500m前後であり、競技エリアはほとんど

　　　　　人工林となっております。通行可能度は良いが斜面は比較的急で、細か

　　　　　地形は少ない。

◇トレーニングコース:前日に開催する大会にご参加ください。テレインは当大会に

　　　　　隣接し、地形・植生は類似しています。

◇立入禁止区域：本大会に参加される方は、大会まで下記範囲の立ち入りはできま

　　　　　せん。違反した場合は失格となります。

クラスと優勝設定時間

M:男子　　W:女子
E:エリートクラス
A:大会経験が豊富な方
B:大会経験が少ない方
N：初心者

*参加者の年齢は平成29年（2017）
　年3月31日に達する年齢です。
＊20Aより低年齢層のクラスは実
　力が備わっておれば１つ上位ク
　ラスに出場できます。
＊参加者が多いクラスについては
　複数のクラスに分けることがあ
　ります。その場合、コース距離、難
　易度は同程度とします。
＊参加者が少ないクラスについて
　は年齢が隣接する複数のクラス
　と統合することがあります。（20A
　より低年齢層のクラスにおいては
　クラスを統合しません。）
＊優勝設定時間については変更す
　ることがあります。

　
出場資格
＊国籍、性別、年齢を問わず健康な体を有する方。
＊Eクラスは2016年８月31日までにエリート資格を獲得している必要があります。
　出場資格においての詳細は（公社）日本オリエンテーリング協会Webサイトをご参照ください。
＊Eクラスの出場資格を持たない方のEクラスへの出場については、あらかじめ所属する都道府県協会の推薦を受けた上、
　（公社）日本オリエンテーリング協会の競技委員会の判定が必要です。
＊Eクラス、Aクラスに参加する場合は競技者登録を行っていることが必要です。
＊Bクラス、Nクラスおよび当日申込クラスは、競技者登録不要です。

注意事項
＊要項および公式サイトに記載されている事項は、予告なく変更される可能性があります。（変更があった場合は、大会公式
　サイトにて変更箇所を公表します。）
＊競技エリアと会場内は火気使用禁止です。
＊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。当日の体調を確認し大会役員および大会救護
　員が大会参加に問題があると判断した場合、競技参加を禁止する場合があります。
＊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。参加者も各自で傷害保険に加入していただくとともに健康
　保険証を持参していただくようお願いします。
＊自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。また、民家の庭や田畑に入ったり、樹木を傷つけないでください。
＊参加者が自分自身、あるいは第3者へ与えた損傷、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、ご了承を
　お願いします。
＊大会会場内での物品販売は1か月前までに主催者の許可を得てください。
＊大会申し込み時にいただいた個人情報は、大会関係、愛知県オリエンテーリング協会からの大会などの情報提供以外に
　は使用いたしません。また、大会当日、主催者および主催者の許可を得て撮影した写真については、大会報告書、大会公式サ
　イトなどに使用することがありますので、予めご了承ください。

問合せ先

（特非）愛知県オリエンテーリング協会　　　Eメール　info@aichiol.com 
電話　090-5855-4423（小野）電話は 20 時までにお願いします。　FAX　0564-77-4797　　

WOC2005

　　　

昭文社マップル使用

上級 OA  個人・性別・年齢制限なし 30分 
中級 OB  個人・性別・年齢制限なし 30 分 

初心者 ON  個人・性別・年齢制限なし 25分 

G  グループ・性別・年齢制限なし 25分 

 

当日申込

前日大会について

許可

内　　容：ショートディスタンス競技（優勝設定時間15～20分の技術を優先したコースで、本番への調整に適しています。）
受付時刻：8日（土）12時～13時まで、事前申込者はスタート時刻を予め指定し、プログラムで公表します。
集合場所：愛知県野外教育センター　体育館
参加料　：19歳以上800円　18歳以下300円（当日申込みは200円増額となります）
クラス　 ：男子　MJ（20歳以下）　MA（年齢不問）　MS（40歳以上）　　
　　　　  女子　WJ（20歳以下）　WA（年齢不問）　WS（40歳以上）
表　　彰：大会当日、各クラス上位3名に賞を贈呈します。

宿泊・弁当について
愛知県野外教育センターで宿泊可能です。参加申込書にて申込みをお願いします。
宿泊（夕、朝食付き）　一般2,810円　　中学生以下2,160円
注）相部屋となります。

9日の昼食弁当を720円にて斡旋します。参加申込書にて申込をお願いします。

会場へのマップ
JOAへの寄付について
本大会では参加料に含
めて、JOAへの寄付募集
を行いませんが、皆さん
の御厚志を参加申し込
み時および会場にて募
ります。ご協力よろしく
お願い致します。尚、愛
知県オリエンテーリング
協会からまとめてJOAへ
納入する際には、寄付い
ただいた方の氏名、住所
、金額などをJOAへ情報
提供します。来年年初にJ
OAから寄附の領収証が
届きますので、確定申告
を行い、減税措置を受け
てください。

世界選手権大会報告会について
10月8日（土）夕刻に世界選手権大会、アジア選手権等の報告会を実施予定です。詳細な時間と会場についてはプログラムで
発表します。

 男子 女子 

 クラス 参加資格 
優勝設

定時間 
クラス 

参加資格 優勝設

定時間 

 M21E 有資格者 35分 W21E 有資格者 35分 

上級 M21A 19歳以上 35分 W21A 19歳以上 35分 

M65A 65歳以上 25分 W65A 65歳以上 25分 

M50A 50歳以上 30分 W50A 50歳以上 30分 

M35A 35歳以上 35分 W35A 35歳以上 35分 

M20A 19歳‐20歳 35分 W20A 19歳‐20歳 35分 

M18A 16歳‐18歳 30分 W18A 16歳‐18歳 30分 

M15A 13歳‐15歳 30分 W15A 13歳‐15歳 30分 

中級 M12 10歳-12歳 25分 W12 10歳-12歳 25分 

M20B 13歳-20歳 25分 W20B 13歳-20歳 25分 

M21B 21歳-49歳 30分 W21B 21歳-49歳 30分 

M50B 50歳以上 25分 W50B 50歳以上 25分 

初心者 MN 年齢制限なし 25分 WN 年齢制限なし 25分 

 



平成28年（2016年）１０月９日（日）
　

主　　催　　特定非営利活動法人　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　  岡崎市教育委員会　
            公益財団法人愛知県体育協会 　　公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団
　　　　　　公益財団法人岡崎市体育協会　
協　　賛　　森永乳業(株)                                       　　
　　

◎会場　愛知県野外教育センター（岡崎市千万町町）
◎交通手段　
　名鉄「本宿」駅から大会バス運行。（所要50分）
　　　運行予定：大会前日（8日）行き11時発　帰り16時発
　　　　　　　　大会当日（9日）行き　8時50分発　帰り14時30分発
　　　バス代（往復）　18歳以下2000円　　19歳以上3000円　　
　　
　　新東名高速道路「岡崎東IC」から18km
（会場内の駐車場の数に限りがありますので、車で来られるかたには駐車券を発行します）

◎運営責任者:小野盛光   ◎競技責任者:新帯　亮   ◎コース設定者:選任中
◎大会コントローラ　小野田　敦（京都府オリエンテーリング協会）

　　　　　
  
   

参加申込

　　　　申込締切　平成28年（2016年）9月19日（月）消印有効

参加料
申込み方法
申込書の送付

大会公式サイトから申込シートをダウンロードし、メールに添付し送ってください。

　送付先:entry@aichiol.com

メールの件名を「中日東海大会申込」としてください。 

郵送申込み

本要項に添付の申込書に必要事項を記入し、以下の申込先まで郵送してください。

送り先；〒444-0856 愛知県岡崎市六名1-5-6　小野方

　　　愛知県オリエンテーリング協会

封筒の表に「中日東海大会申込」と書いてください。

会場申込み

主要大会会場にて、申込みを受け付けます。申込書に記入の上、参加料

を添えて申し込んでください。参加料の振込
参加料を下記の口座へ振り込んでください。振込手数料は参加者が負担してください。振込依頼人の名義は参加申込

者と同一名（複数人数分をまとめて申し込む場合は代表者名）をご使用ください。銀行振込は参加申込者名義の口座

から振込んでください。

振込が確認できましたら大会公式サイトのエントリーリストにお名前を掲載いたします。締め切りがすぎても名前が

掲載されない場合にはご連絡ください。

振込先
【郵便振替】口座番号　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

他金融機関から振込場合　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　　　　　　　　 

プログラムおよび成績表

プログラムおよび成績表の発表は,大会公式サイトおよび印刷版の郵送で行います。印刷版のプログラム（200円）お

よび成績表（200円）をご希望の場合は申込み時にその旨をご記入ください。1週間前までに届かない場合は問合せ先

までご連絡ください。

参加申込書記入にあたり　＊記入または必要事項を○で囲ってください。　＊参加申込書は1人につき1枚記入してください。

　　　　　　　　

　　　 関連イベント　１０月８日（土）　前日大会　2016年度世界選手権報告会（予定）
　　　　　　　　　　　　　　　　（愛知県野外教育センター）

名鉄「本宿駅」から大会バス運行。　　希望者は野外教育センターに宿泊できます。
　　　　　　   

大会公式サイト

http://www.aichiol.com

第58回

中日東海ブロック
　オリエンテーリング大会
　　兼　第9回東海選手権大会

写真提供　上林弘敏 

23歳以上　　  　2,500円　   　　　　　　
19～22歳　 　    1,500円
18歳以下　　      1,000円
初心者・グループ    500円
(グループは1組当たりの金額）

Eカードレンタル料300円
（前日大会も含め1日当たりの額）

(公社）日本オリエンテーリング協会公認Ｂ大会
　　　　　　ミドルディスタンス

第５８回中日東海ブロックオリエンテーリング大会 参加申込書 

ふりがな  ②性別 ⑧参加クラス 参

加

料 

中

日

東

海 

 23歳以上 2,500円 

①  氏名  
男 

 女 

中日東海 

B大会 

19～22歳 1,500円 

18歳以下 1,000円 

前日 

大会 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ初心者 500円 

前日 

大会 

19歳以上 800円 

③生年月日（西暦）     年   月   日     歳 18歳以下 300円 

④住所 〒 Eカードレ

ンタル 

1日 300円 

2日 600円 

⑤電話番号 ⑦所属クラブ プログラム郵送 200円 

成績表郵送 200円 

⑥ E-mailアドレス バス利

用料 

18歳

以下 

1往復 2,000円 

2往復 4,000円 

⑨ 競技者登録番号 

（エリート、上級に出場希望の方のみ） 

19歳

以上 

1往復 3,000円 

2往復 6,000円 

⑩Ｅカード   個人Ｅ-card使用 （カードNo:             ） ・ 借用 
宿泊 

中学生以下 2,160円 

⑪ プログラム等郵送 プログラム： 希望 ・ 不要  成績表：  希望  不要 一般 2,810円 

⑫バス利用 １往復（来場日8日 ・ 9日） ２往復  9日弁当 720円 

⑬駐車券希望 希望する   希望しない JOAへの寄附 円 

⑭グループメンバーの

氏名 
 

⑯合計金額 

 

 

円 

⑮日本オリエンテーリ

ング協会への寄附 
会員支援のための寄附を致します。 寄附金額       円 

⑰参加料

振込日 

       

 月   日 

 


	新しいしおり



