
平成 28年度（第 9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 

プログラム 

 とき： 2016年 8月 7日（日） 
 テレイン： 「茶臼山高原」 

 集合場所： 長野県茶臼山 木のぼりキャンプ村（長野県根羽村） 

 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･根羽村教育委員会･(公財)愛知県体育協会 

【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 または 090-5855-4423小野 

【競技責任者】 土屋晴彦 

【コース設定者】 前田裕太 

【アクセス】 

○名鉄三河線・豊田新線「梅坪」駅西口ロータリーより大会バスを運行。（愛環梅坪駅から約 600m）

８時出発 
会場着 10時予定。帰りは会場を 15時出発予定。 

朝「梅坪」駅に係員を配置します。 

バスは若干余裕があるため、新たな利用希望の方は問合せ先までお知らせください。（先着 5名） 

 

http://www.aichiol.com/
mailto:info@aichiol.com


車での案内 駐車場：駐車は係員の案内に従って駐車してください。 

【名古屋方面から】 

・豊田市稲武町「稲橋交差点」から 153号線を進み根羽村中心街から県道 46号線（阿南根羽線）

に入り、茶臼山高原エリアに至る。 

・または同交差点から国道 257号線を南進、県道 80号線（東栄稲武線）を通って面の木 ICから

茶臼山高原道路に入り茶臼山高原エリアに至る。ただし県道 80号線は名古屋市野外教育セン

ターより先の道幅がやや狭い。なお茶臼山高原道路は、道の駅アグリステーションなぐら前か

らに入るほうが道はよい。 

【豊橋方面から】 

・151号線（別所街道）から県道 506号線（茶臼山線）に入る。 

 

  

駐車場 

競技センター 



 会場について  

会場は、本部となる小規模の屋外ステージがあるのみの青空会場です。 

雨天時、大部分の方は各自の車、バスで雨除けをしていただく必要があります。 

 当日の流れ  

９：００ 会場オープン 

１０：３０～１０：３５ 開会式 （競技説明と選手権トロフィーの返還を行います） 

１１：００～１２：４０ スタート 

１３：３０（予定） 表彰式 

１４：1０ フィニッシュ閉鎖 

 受 付  

○事前申込者 

自分のバックアップラベルまたはＥカードを受け取ってください。 

参加料の過不足なども対応いたします。 

自分のＥカードを忘れたり、故障が発生した場合は借りてください。（300円） 

○当日申込み 

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、参加費（２０００円）と共に提出してください。 

 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準拠 

 使用地図  縮尺１：７，５００ 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  緑○：独立樹  緑●：小さい薮 

地図表記について ①オープンエリアの笹薮 背丈以上の笹薮はグリーンで、 

胸高さ以下の場合はハッチングで表記してあります。 

②有刺鉄線の柵がいたるところにあり古いものですが、きちんと形が残っている箇所

は低い柵で表示してあります。通過しても問題ありません。 

なお、比較的またいだり、くぐったりしやすい箇所は切って表示してあります。 

 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 距離（km） 登距離（m） 優勝設定時間 

１、愛知県選手権（下記 2クラス以外） ３．０ １６０ ２５分 

２、愛知県選手権(M65-､W50-) １．７ １１０ ３５分 

３、一般Ａクラス（MO，WO） ２．１ １１５ ２０分 

４、一般Ｂクラス（B） １．７ ９５ ４０分 

 

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 ＷＶ45－49 Ｗ50－ 



★コースについて 

テレイン内では目立つ特徴物に乏しく、全コースとも難易度は高めです。 

 Bコースはフェンスを目印にすることで比較的簡単に回れますが、短い距離の正確な直進と初歩

的な地形読みが要求されます。 

 愛知県選手権では、全日本リレーのテレインを想定して直進技術を特に重視しました。平らなエ

リアを中心に使っていますが、回しの関係で終盤にまとまった登りがあります。 

★１，３コースでは給水コントロールを設置します。 

 テレイン  

自然林の林が７０％、旧牧場のラフオープンが３０％です。ラフオープンの縁および林の一部には笹が茂

っています。フラットな部分も多く、小川、湿地、岩も数多く見られます。地形の緩急や尾根沢がはっきりし

ており、林の中は概ね見通しが良いテレインです。 

いたるところに有刺鉄線の柵がありますが通過しても問題ありません。地面に有刺鉄線が散乱してい

る場所もありますので注意してください。 

 気 候  

標高 1200mの高原気候のため、気温は平地より７℃ほど低く晴天でも２０～２５℃、雨天では１７℃ですの

で、服装には気を付けてください。また、平地に比べ雨が降りやすく霧がでることも少なくありません。 

 スタートまで  

・スタートは会場から青テープ誘導にて約３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 

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。 

 ３分前 ２分前 １分前 

   

   

 

・参加人数によって各枠への割り当てクラスが変更される可能性があります。 

・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、スタートしてください。 

地図上のスタート△マークまでは赤テープ誘導です。 

・遅刻した場合は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カード確認を受けてください。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。 

１昨年、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。 

愛知県選手権（下記以外） 

 

作動確認ユニット 

 

愛知県選手権（M65-・W50-) 

一般（MO・WO・B） 

遅刻者 

スタートユニット 



 計 時  

Ｅカードをスタートユニットから離した時点から計測しますが、 

遅刻者はスタート時刻からの所要時間とします。 

 フィニッシュ  

・フィニッシュは会場内です。 

最終コントロールから赤テープに沿って進んでください。 

・フィニッシュはパンチングフィニッシュです。 

計算センターで E カードの読み取りを行ってください。（棄権する場合も読み取って下さい。） 

・地図回収はしないので、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。 

クーリングダウンは会場内で行ってください。 

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  

競技会場で行います 13：30~（予定） 

各クラス上位３名を表彰します。 

選手権コース１の男女トップに愛知県選手権者としてトロフィーを進呈します。（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、自分自身あるいは第三者に与える事故・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。 

【重要】本大会の申込 Excelシートにて全日本リレーの参加希望を書かれた皆様へ 

全日本リレー愛知県チームの選手募集は専用の WEB フォームのみにて行っています。 

Excelシートにてご希望を出された方もお手数ですが再度、WEB フォームから入力をお願いいたします。 

8/17(水)までに入力のない方は選手として選ばれませんのでご注意ください。 

WEB フォーム URL https://runnersmate.sakura.ne.jp/aichiol/cgi-bin-jrocentry/index.cgi 
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M10-15 Eカード番号 M19-22 続き Eカード番号
11:00 ⻑岡 佑亮 東海中学校 184825 11:40 三浦 一将 名大OLC レンタル
11:03 杉浦 文哉 東海中学校 184782 11:55 林 雅⼈ 名大OLC 220307
11:07 野村 晃司 東海中学校 183142 12:04 山内 崇弘 名大OLC 196108
11:09 ⼩山 ⻯正 東海中学校 190174 12:09 加藤 宏明 名大OLC 220327
11:11 星野 蒼太 東海中学校 185049 12:12 岩瀬 史明 名大OLC 208284
11:14 岩田 英明 東海中学校 183144 12:18 ⻘⽊ 健悟 名大OLC 220407
11:20 早川 颯亮 東海中学校 190175 12:23 伊村 公志 名大OLC 220283
11:24 熊澤 拓⾶ 東海中学校 183152 12:25 堀尾 健太郎 名大OLC 208178
11:30 竹島 雅文 東海中学校 184780 12:28 南河 駿 名大OLC 208358
11:35 森清 星也 東海中学校 183134
11:38 渡邊 裕太 東海中学校 190162
11:43 片岡 勇仁 東海中学校 184781 W19-22 Eカード番号
11:48 中村 太亮 東海中学校 185052 11:12 横山 結⼥ 椙山⼥学園大学 221538
11:54 深石 大 東海中学校 184875 11:17 山本 穂波 椙山⼥学園大学 208185
12:00 河井 耀 東海中学校 183145 11:26 星野 詩歩 椙山⼥学園大学 208439
12:05 石神 孝樹 東海中学校 183153 11:42 橋爪 佳菜子 椙山⼥学園大学 208297
12:10 茶納 大輝 東海中学校 183143 11:49 ⻑崎 早也⾹ 名大OLC 208353
12:15 前田 泰智 東海中学校 184824 11:52 川島 実紗 名大OLC 196146
12:24 岩味 桜祐 東海中学校 183133 11:58 片桐 麻耶 名大OLC 208346

12:01 福山 美矩 椙山⼥学園大学 208492
12:07 藤井 菜実 椙山⼥学園大学 208176

M16-18 Eカード番号
11:05 柴田 涼平 東海高校 148267
11:13 ⽻田 拓真 東海高校 172369 M23-34 Eカード番号
11:16 越智 壮太郎 東海高校 92864 11:02 菅谷 裕志 OLCルーパー 76980
11:18 中村 友哉 東海高校 183132 11:36 松井 健哉 OLCルーパー 76979
11:22 梅本 航聖 東海高校 92856 11:47 石山 良太 名大OLC 196150
11:32 服部 柾宏 東海高校 172788 12:11 谷川 友太 OLCルーパー 87666
11:44 中川 豪 東海高校 172318 12:20 大村 幸一郎 名大OB 180804
11:51 髙橋 優心 東海高校 92882 12:26 高水 陽介 名大ＯＢ 180031
11:57 ⽻藤 大晴 東海高校 172470 12:30 樋口 佳祐 名大OLC 196107
12:02 宮嶋 大輔 東海高校 92824
12:08 祖父江 有祐 東海高校 158579
12:13 和佐田 祥太朗 OLC東海 226212 W23-29 Eカード番号
12:19 杉浦 弘洋 東海高校 92881 11:06 伊東 佑子 椙山⼥学園大学 182215
12:21 岡嶋 隆太 東海高校 92854 11:21 横山 理恵 ⾦沢大学OG レンタル
12:27 田村 尚也 東海高校 92865 11:28 半田 博子 博多OLC レンタル
12:29 ⼩林 弘汰 東海高校 148266 11:45 横山 莉沙 椙山⼥学園大学 182216
12:31 阪井 政文 東海高校 172368 12:16 神谷 玲花 椙山⼥学園大学 182496
12:33 石田　倫啓 東海高校 92855

W30-44 Eカード番号
M19-22 Eカード番号 11:37 落合 志保子 OLCルーパー 169732
11:01 ⻄嶋 就平 名大OLC 220383
11:04 前田 悠佑 名大OLC 196113
11:10 上島 浩平 KOLC 221880 M35-49 Eカード番号
11:15 野田 昌太郎 名古屋大学 208180 11:27 平沢 正紀 レンタル
11:19 前野 達也 名大OLC 220382 11:34 半田 太郎 博多OLC レンタル
11:23 花川 賢⼈ 名大OLC 220408 11:53 ⼩林 亜紀夫 つるまいOLC レンタル
11:25 横田 智也 名大OLC 208160 12:32 大野 聡生 東海中学校 190185
11:31 澤田 陸 名大OLC レンタル

2016/08/07(⽇) 平成28年度 第8回愛知県オリエンテーリング選⼿権⼤会 (茶⾅⼭⾼原)  事前申込者スタートリスト
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W45-49 Eカード番号 MO Eカード番号
11:33 上島 乃英 名古屋市 レンタル 11:01 中村 浩之 なし レンタル

11:06 山本 博司 ES関東クラブ 412158
11:10 藤田 和男 220300

M50-64 Eカード番号 11:14 町井 稔 ⻑野県協会 483414
11:08 角岡 明 三河OLC 198875 11:18 大林 俊彦 大阪OLC 173280
11:29 大原 一由 中京OC レンタル 11:22 愛場 庸雅 OLCレオ レンタル
11:39 藤原 俊也 レンタル 11:25 水野 元夫 浜松OLC レンタル
11:41 上島 通浩 つるまいOLC レンタル 11:29 松澤 俊⾏ 松塾 レンタル
11:46 鵜飼 須彦 OLCルーパー 220416
11:50 加藤 昭治 東海走友会 196166
11:56 宮崎 敦司 （無所属） 195995 B Eカード番号
11:59 ⼩川 和之 つるまいOLC レンタル 11:00 杉浦 正美 レンタル
12:03 高田 広彦 岐阜OLC 172367 11:05 森 創之介 東海中学校 190188
12:06 池田 俊彦 つるまいOLC レンタル 11:09 早川 正真 東海中学校 190186
12:14 松橋 徳敏 つるまいOLC レンタル 11:13 中村 晃 東海中学校 190187
12:17 瀬口 洋治 OLCルーパー 76973 11:17 山本 陽子 ES関東クラブ 408454
12:22 井上 仁 三河OLC 172702 11:21 野村 弘毅 レンタル

W50- Eカード番号 記載無きクラスは事前申込者0名
11:15 ⻑瀬 朋子 つるまいOLC 183733
11:23 三井 由美 三河OLC 182166 MO、WO、B クラスのみ当日参加できます

M65- Eカード番号
11:03 坂本 清光 岡崎OL協会 レンタル
11:07 佐藤 政明 レンタル
11:11 ⼩川 晃弘 ファミリーOLC レンタル
11:19 船⼾ 温郎 愛知OLC 185215
11:27 粟野 義明 春日井市 185207
11:31 ⼩幡 昭次 三河OLC 79389 全2ページ
11:35 岡野 英雄 愛知OLC 185216 2016/07/28版


