
主催 (特非)愛知県オリエンテーリング協会

後援 中日新聞社  愛知県 愛知県教育委員会   大府市教育委員会

(公財)愛知県都市整備協会  東海学生オリエンテーリング連盟

東海地区オリエンテーリングクラブ連絡協議会

開催 日 2020年 (令和 2年)12月 13日 (日 )

会場  あいち健康の森 (集合場所 :管理棟前)【大府市】
交通案内

・車でお越 しのかたは 第 2駐車場に駐車 してください

。JR東海道本線 大府,(下車、徒歩 20分 または知多バス1/1康 ブラザ方面行きで 「1/い ら健康の森公園Jバ ス

停下車

【大会ホムヘ・ウ・】 tti lⅢ赳聾 2セluoi cQ■
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【問合先】Eメ ル:塁壺重丞菫 nt,=lllli 携帯 090‐ 585544234ヽ野

新Ftlコ ロナウイルス対応のため、参加者の皆様にもお願いすることが多々あると思います。詳しくはプログラ

ムにてお知らせしますので、よろしくお願いいたします。

・競技形式 : ポイン トオ リエンテー リング

・スター ト開始 11時  (予定) 大会終了 15時

正規申込期限までに申込された方のスター ト時

亥Jは事前に指定 しプログラムにて発表 します。

・地図縮尺 1:4,000ま たは 115,000

等高線間隔 25m 走行可能度 4段 階

。日本オ リエンテー リング地図図式 JSSOM2007に

準拠

・耐水 ビニール袋に封入

・競技規則 :日 本オリエンテーリング競技規則に準

拠

・コン トロール位置説明 10F記号 (初心者、グルー

プは日本語併記)

・計時システム エミット社の電子パンチシステム

(Eカ ー ド)

参加資格 :年齢、性別、国籍を問わずどなたでも参加

できます。

コース設定者 牧 宏優

初心者説明 : 初心者の方には指導員より競技の

仕方を説明します。
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・各クラスの対象年齢は 2021年 3月 31日

に達する年齢です。
・個人クラスヘの参加 |ま 10歳以上とします。
・愛知県協会の競技者登録 と指導者は参加料が

L記額より100円割引です。
・遅れ申込は、当日の現金取 り扱いを最小限に

するための対応です。
・自己都合による出場取 り消 しや天災や荒天な

どにより大会が中止になつた場合、いずれの

場合も参加料をお返 ししませんのであらかじ

めご了承ください。
。大会プログラムは約 1週 間前から愛知県オリ
エンテー リング協会ホームページに公開しま

すが、プログラムの郵送を希望されるかたは

200円 を参加料とと1)に振込をお願い しま

す。また成績表の郵送を希望される方も参加

料に含めて 200円 を振 り込んでください。

用具の貸出について

'Eカー ドは 300円 でお貸 しします。
・コンパスを無料でお貸 しします。

表彰  ・後 日、賞状を郵送 します。

申込 【申込方法】Eメ ールまたは郵送で申込をお願
しまt。

・E メール l entry@aich101 Com

愛知県協会ホーームページか ら中込シー トをダウ

ンロー ドし、 メールに添付 してくだ さい。
・郵送 :こ の要項の申込書に・L入 して、下記へ郵送

してください。

【送 り先】〒4910201-宮 市奥町宇下川田 72-6

松橋徳敏

【申込期間】正規申込 :～ 11月 23日 (月 )ま でに

申込書を発送 し、参加料を振 り込まれた場合。

遅れ申込 :11月 24日 (火)～ 12月 9日 (水)ま
でに申込書を発送 し、参加料を振 り込まれた場合.

・当日参加中込はありません。ご F解 ください

【参加料払込口座】Eメ ールまたは郵送で中込まれ

た場合は下記へ参加料を振 り込んでください。

郵便振替日座 00870955079
加入者る :愛知県オリエンテリンク

｀
協会参カロ料‖

他 /1N融機関からの場合 ゆうちょ銀行○人九店

当座 0055079 名義 :愛力1県オリエンテーリンク
゛
協会参加

わ}口

(注)4月 までに中し込まれた方はできるだけ 12月

9日 (水 )ま でに振 り込みをお願いいた します。該

当される方の名簿は IPに掲載 してあります。

【申込に当たつてのお願い】 下記事項をご了解の

上、申し込みください。
・中込書の個人情報は、当大会の諸連絡、大会結果
の公表、今後の愛知県協会から参加者の方へ の情

報提供に使わさせていただきます。ご了承くださ

い 。

・大会中の映像や写真、記事や記録のテ レビ・新

聞・雑誌・インターネットなどへの掲載をすること

があります。ご了承ください。
・不都合がありましたら参加中込書の 「同意 しませ

ん」にOをつけてください。

クラスおよび参加料

男性 女性 対象年齢 参加費

上

級

MA ll17A 制限なし 。一般

1,8001円

(遅れ 中込

2,300円 )

・ 18歳以 ド

800円

(IFtれ 中込

1,200円 )

M35 M/35 35歳以 L
M50 M/50 50歳以 L

Ｃ
υ０́Ｍ M/65 65歳以 ト
Ｅ
Ｊ

ワ
′

Ｍ M/75 75歳以上

M18 Ltr18 18歳以下

M15 W15 15歳以 下
中

級

MB VVB 制限な し

初

心

者

MN VVN 制限な し 800円

(遅れ申込

1,200「 ])

G(5人 までの

グループ)

市1限な し

2020年度愛知県民オリエンテーリング大会参加申込書 愛知県0協会の指導員、

競技者登録者
いずれかに0

はい いいえ 該婦豚鵬
ら、りがな

氏  名

生年月日(西 暦)

年 月 日

所属クラブ

連絡先

F 電話番号

Eメ ールアドレス

参加料         円

Eカ ードレンタル 希望 (3111円 )

代表者以外の

グループメンバー

の氏名と年齢

参加クラス プログラム郵送 希望 (200円 )

持参する
Eカ ード番号 成績表郵送   希望 (200円 )

個人情報について (申 込みにあたつてのお願しヽについて) 同意します 同意しません
t、すれかにO 合 計        円




