
本オリエンテーリンダ選 権(個 競技)実施基準

公益社 法 本オリエンテーリング協会

的
G) 本オリエンテーリング選 権者(個 競技)を決める。
位)オリエンテーリング技術の向上をはかるとともに、わが国のオリエンテーリングの

普及、発展に資する。

適 規則
U)『 本オリエンテーリング競技規則』魑打杯競技規則」という‰『公認 会開催に

関する規則払『全 本 会エリー クラス出場資格規則』および『 本オリエンテ
ーリング競技規則および関連規則類の運 に関するガイドライン』幽杯杯ガイドラ
イン」という汎『 本オリエンテーリング地図図式』鉈杆ゴ肛班則 という)なら
びに『 本スプリン オリエンテーリング地図図式』舵杓マ 齬旧M」という)を
適 する。

伯)本実施基準は、競技規則およびガイドラインに基づき、必要な事項を纏めたもので
ある。

(舗『公認 会開催に関する規則』Z2で定める全 本 会の、選 権クラスにおける慶
勝者を 本オリエンテーリング選 権者とする。

主催者
U)全 本 会の主催者は、公益社団法 本オリエンテーリング協会(以下「菲逍」

という)とする。
伯い旧Aは、競技会の運営主管を丑OAに加盟する都遺府県協会(以下正会員という)

に委ねることができる。さらにミドルディスタンス競技とスプリン 競技において
は、正会員に所属するクラブ等の麗体、およびその他JOAが開催を認めた麗体に委
ねる とができるo

侶)孔腱に払公認申請のあつた 会を全 本ミドル 会または全 本スプリン 会と
して指定する とができる。 の場合、選 権クラスのみをJ印濫との共催とする

ともできる。

開 催
G)全 本 会は競技形態毎に、原則として年度1回の開罹とする。
鰹)全 本 会には選 権クラス以外のクラスを設ける。
鎬)ロングディスタンス競披の開催地域は、同じ地域での開催が続かないように配盧す



る〇

鮭)開催 、開催場所については、遅<とも前年度末までに決定、公 する。
伯)テレインは、過去2年間、 会を開催していないことが望ましい。

競技形態
U)ロングディスタンス競技、ミドルディスタンス競技、スプリン 競技の3種 とす

る。
位)ポイント競技とする。
伯)スプリン 競技の選 権は、予選 決勝レース 式とする。

ÿÿ 予選は必要に応じて各ヒー 30各以下となるように均等に分割する。
ÿÿ 決勝には各ヒー において所定の順位(男性遁m名/ヒー 数蕗 性遮O名/

ヒー 数、端数切り上げ)以内の者が出場できる。
-決勝ヘ進出できなかつた者を対象に、B決勝を設けてもよい。
-選 権以外のクラスは、スプリン 競技またはミドルデイスタンス競技とし、予
選 決 券 式と しなく てもよい。

クラス分けおよび参加資格
UJ選 権クラスは 本選 権者を決めるM蘊Eおよび吹隧 、ならびにジユニア 本

選 権者を決める 1\/I2印ヨ および \赦2佃 とする。 スフ°リン 競技においては、 1V ヨ お
よびVV正王 とする。

伯)選 権クラスヘの参加は『全 本 会エリー クラス出場資格規則』に規定する資
格を有する者とする。

伯)競技者登録者に限る。
腔)選 権クラス以外のクラス分けは、ロングデイスタンス競技ではガイドラインの公

認 会カテゴリA、ミドルデイスタンス競技ではカテゴリAまたはB、スプリン
競技ではカテゴリSによる。

参加費
選 権クラスの参加費はャ主催者または主管者が定めた参加費に、選 権料矼欺沁円)
を加えた額とする。

地 図
U)ロングデイスタンス競技およびミドルディスタンス競技では、韮氾Mを適 する。
伯)スプリン 競技では、咲弼OMを適 する。

コース

��



コースは 本選 権者を決めるにふさわしいものとし、ガイドライン補遺1「コース
設定の原則」に従う。

������ イベン トア ドバイ ザー
������ イべン トア ドバイ ザーは、 JOAイべン トア ドバイ ザー資 各者と して登録されている

者から �-�2�$が指ダ昌する。
������ イペン ア ドバイ ザーは、 イべン ア ドバイ ザー補イ左 (アシス ン イべン ア ド

バイ ザー) を指紊 する こ と が望ま しい。 アシスタ ン トイべン トア ドバイ ザーは、 �-�2�$
イペン トア ドバイ ザーまたは准イべン トア ドバイしている者とする。

������ 業 姦委託 と 買′ 分担
������ ���������� (3)I亘トこ も と づし て他に五重営主管を委ねる場合、 業 委託内容 と 贄 分担につ

いては事前に協 義 して決定する こ と とする。
������ ご圭.(3)エ亘に も と づ く 場合、 会主催者は公認料 と は別に選 権ク ラ ス の選 権料を

�-�2�$ に納 する。
������ 選 権ク ラ ス の表章 は �-�2�$ が う 。 その賽 は �-�2�$ の負担と する。

������ 特別表章
スフ°リ ン ト競技の選 権で決 券に進出 した ���� 歳以下の競技者には、 男 各 �� 灸昌 を上
限に特別表章 する。

������ 附 則
この実施基準は平成 ���� 年度よ り適 する。

平成22 年5 ���� 制定
���� 年 �� ���� 公益社法 ヘの移 に伴 う 改正

平成25 年1 ���� 改正
平成28年2 7 改正

平成3O 年2 ���� 改正
平成31年4 1 改正

��


