
本オリエンテーリング選 権(リレー競技)実施基準

公益社団法 本オリエンテーリング協会

的
L1 本オリエンテーリング選 権者(リレー競閲、およびシニア、ジユニア、ベテラ

ン、スーパーべテランならびにリ ルジユニア各オリエンテーリング選 権者(リ
レー競技)を決める

L2リレーオリエンテーリング技術の向上をはかる。
L3団体競技としてのリレーオリエンテーリングを通して、オリエンテイア同志および会

員相互間の交流、ひいてはオリエンテーリングの普及、発展に資する。

適 規則
21『 本オリエンテーリング競技規則』U其下「競技規則」という乂『公認 会開催に

関する規則』およぴ『 本オリエンテーリング競技規則および関達規則類の運 に
関するガイドライン退O沃下「ガイドライン」という)ならぴに『 本オリエンテー
リング地図図式』幽打芍 班別 という)を適 する。

22この実施基準は、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。

23『公認 会開催に関する規則』Z2で定める全 本リレー 会の各選 権クラスにお
ける慶勝チームを各オリエンテーリング選 権者(リレー競技)とする。

24この実施基準でいう選 権者とは当該チームを派遣した都逼府県を代表する組熾(以
下 「都 亘府県会員」 という) をいう。

主催者
S1全 本リレー 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

OA」とし抒赫 とする。
32孔凪は、競技会の運営主管を旺逍に加盟する都造府県会員および理事会で承認され

た団体(以下「正会員」どハ馴、正会員に所届するクラブ等の団体、およびその他
t旧Aが開催を認めた闔体に委ねる とができる。

開 催
1全 本リレー 会は年1回とし、年度後半(下半期)に開催する。
2選 権クラス以外に 般クラスを設ける。 般クラスは競技者登録を必要としない。
3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。
4テレインは、過去2年間、 会を開催していない とが望ましい。

競技形式
511チーム3 の継 によるポイントオリエンテーリングとする。
52各選 権とともに、複数クラスの成績による団体戦(都逼府県対抗戦)を う。

クラス
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61選 権クラス
クヲス名 溝 成 競技 数

l\/

卯五】

MS
WS

\/ J

卯ュ}

MV
V沢ズ
XV

蔓燻I

本選 権 年齢制限なし 3名
本選 権 年齢制限なし 3名

シニア選 権 35歳以上 3名
シニア選 権 30歳以上 3名
ジユニア選 権 、21歳以下 3名
ジュニア選 権 21歳以下 3冬
べテラン選 権 50歳以上 3冬
べテラン選 権 4愚歳以上 3名
スーパーベテラン選 権 ′ 凪5歳以上および/ 雕名

7牢こは 性 5O 歳以上
リ ルジュニア選 権 男荘/ 性、唱歳以下 3名

淵t辻f璃箋誓櫑辻珀箋誓牢蔓璃撃誓辟蔓珀苳誓櫑蔓珀

(峨 性が男性のクラスに参加する場合鱗胸クラスを除き、年齢は当該男性クラスを
適 する。

62 般クラス
般クラスについては、年齢、性別、矩離などにより主管者が設定する。男 混合ク

ラスを設けてもよいo

7 参加資格
71選 権クラス
(嘲
(創
(印

(釣

(印

(印
(

選 権クラスヘの参加者は址〇Aに加盟する都遺府県会員とする。
同 の選 権クラスに対し、単 の都遺府県会員から複数のチームが参加できる。
都道府県会員が単独でチームを縞成できない場合 可蕗ブロツク内または隣接する
複数の都造府県会員により連合チームを編成し、参加することができる。ただし、
当該クラスに対して単独でチームを縞成している都遺府県会員はそのクラスに対
して運合チームの 員となる とはできない。
参加選 (競技者)は、競技者登録(ふるさと登録を含む)をした者であり、所属
する都造府県会員から出場できる。
J印Aに加盟していない都造府県に所届する競技者は同 ブロツク内に届する都道
府県会員または憐接する都造府県会員に所届するものとして参加する とができ
るo
選 団の溝成は、麗 、監督、および選 とし、柏互に兼ねることができる。
補 選 は、各チーム 2 名以内 と し、 同 ク ラスに複萎 のチームが参加する場合は、
チーム数に相当する 数までを共逓の補 として登録する とができる砧チ ムの

の補充は同 ク ラ スの他のチー ムおよび補 登録された選 からのみとするo
72 般クラス
(D

8 参加費

競技者登録を必要としなレは 般クラスヘの参加資格は 会ごとに主管者が定める

81選 権クラスの参加賽は以下のとおりとする。
G)XJクラス以外:1チーム1 叩O円(曳叩O円×競技者 数3名)
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旧)XJクラス zlチーム 丘叩O円( 叩O円×競技者 数3冬)
82 般クラスの参加費は以下のとおりとする。

般クラス zlチーム 銃叩O円(塾叩O円×競技者 数3名)

地 閑
地は JS〇五在 を適 するo

イべン トア ドバイ ザー
101イべン アドバイザーは杆旧Aイべン アドバイザー資格者として登録されている

糞者からJ〇Aカ琲母名する。
102イべントアドバイザーは、イベントアドバイザー補佐(アシスタン イべントアド

バイザー)を指各することが望ましい處アシスタン イべン アドバイザーは蕗旧A
イべン ア ドバイ ザーまたは准イ ペン ア ドバイしている者とする。

表彰等
ユ クラス表彰
(U 本選 権クラス似 瓶 )慶勝チームを 本選 権者とし、上位6位までを表彰

する。メダルと賞状を授与する
(鴎 シニア(M璧W創、ジュニア(MよWの、ベテラン(M W幟、スーパーべテラン

()(V) およびリ レジユニア (XJ) 各選 権クラスイ憂勝チームを、 シニア、 ジユニ
ア、 ベラ^^ラン、 スーバーべテランおよびリ ルジュニア選 権者と し、 上位 3位ま
でを表彰する。

H逸 題体総合表彰
川 都適府県会員ごとに、MEおよびWEクラスの得点と、その他のクラス(M甦W巳

MよWよM巫W巫鴎腱矼)のうち成績の良い4クラスの得点を合計し、最も い得点
の都造府県会員を総合慶勝として慶勝旗と慶勝杯を授与し、6位までを表彰する。

(鴎 得点の計算 法
印 MEおよびWEクラスは、1位を9点とし、以下1点ごと減点し9位を1点とす

る。他のクラスは、1位を6点とし、以下1点ごと減点し6位を1点とする。
図 同 の都道府県会 から複数チームが出場するクラズ喇よ最上位チームのみに得

点を与え、得点対象外のチームの順位は詰めて計算する。
圓 複数の都道府県会員による運合チづ州乱ま獲得得点をチームを溝成する都道府県

会員数で割つた点数をそれぞれに与える。
圃 最終エン リ( 煩提出)時点での得点対象チーム数が6未満(M 、WEクラス

は9未満)の場合は、そのチーム数を1位の得点とし、以下1点ごと減点する。
圓 上記以外で、競技時間内に完 したチームには、1点を与える。
3ド 般クラス

上位3位までを表彰する。

その他
121 会前 に開会式およびテクニカルミーティングを開催する。
1蘊2選 権クラスおよび 般クラス以外に併設競技を実施してもよい。ただし、リレー
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競技に影響を与えないようにしなければならない。
盤3 この実施基準にない事項は、競技規則およびガイドラインに従う。

平成2L年3 15 制定(平成21年度より適 )
琥齟年斑 17 公益社団法 への移 に伴う改正

平成25年4 13 改正
平成26年6 15 改正
平成28年2 7 改正

平成30年2 15 改正
平成31年4 1 改正
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