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ACCESS

COMPETITION INFORMATION

（WRE指定）

第39回全日本オリエンテーリング大会（ロングディスタンス競技）
2013（平成25）年3月24日（日）
大会公式サイト　 http://www.orienteering.or.jp/joc/2013/

場所　福井県あわら市
会場　トリムパークかなづ　多目的体育館　（福井県あわら市山室67-30-1）
　　　http://www.city.awara.lg.jp/page/torimu/trimparkkanazu.html

主催　公益社団法人日本オリエンテーリング協会　　　
主管　福井県オリエンテーリング協会
協力　北信越オリエンテーリングクラブ連絡協議会、金沢大学オリエンテーリング部
後援　文部科学省、(公財)健康・体力づくり事業財団、(公財)日本体育協会、
　　　福井県、福井県教育委員会、あわら市、あわら市教育委員会　 いずれも申請予定
協賛　森永乳業（株）　申請予定

交通手段
１）自家用車ご利用の方     　　２）公共交通機関ご利用の方
　　北陸自動車道　「金津」ICより　 5km　約10分  　　　ＪＲ北陸本線　「芦原温泉駅」下車
　　北陸自動車道　「丸岡」ICより　11km　約20分  　　　京福バス　　  「芦原温泉駅前」(駅西口)バス停下車
　　※駐車場を希望される方は申込の際に「駐車場希望」の欄に 　　　 徒歩：　  駅東口より　 　　1.2km　約15分
　　　チェックをお願いします。     　　　 タクシー：駅西口乗り場より　 2km　約 5分（800円程度）
　　　駐車場は希望の台数分を準備する予定です。

競技情報
○スタート開始時刻　10:00（予定）
　　　　　　　　　  ※事前申込者はスタート時刻を指定します。

○競技形式　ポイント競技、ロング・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」に基づいて行う。

○世界ランキング　M21EおよびW21Eクラスは世界ランキング
　　　　　　　　 (WR)の対象となります。

○競技責任者　林 博（福井県オリエンテーリング協会、）

○コース設定者　三上 雅克（福井県オリエンテーリング協会）

○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）

○WREイベントアドバイザ　村越　真（IOFイベントアドバイザ）

○使用地図　福井県オリエンテーリング協会作成　NEWMAP
　　　　　　縮尺1:10000（予定）
　　　　　　（1:10000を予定しているが、IOFの承認が得られない
 　 場合、Eクラスは1:15000とする）
　　　　　　等高線間隔5m、走行度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（M/W10･12及びBクラスは日本語も併記）。

○計時システム
　パンチ器具としてSIカードを使用。ご自身でお持ちのSIカード
　（マイSIカード）の使用が可能です。お持ちでない方には、有料で貸し
　出します。当日申込の方は参加費に貸出SIカード費が含まれます。
　当日申込の方は、マイSIカードを使用できませんので、あらかじめ
　ご了承ください。

○ドーピング検査
　本大会では、ドーピング検査を実施いたします（スポーツ振興くじ
　助成金対象事業）。ドーピング検査に関する質問などは、日本オリ
　エンテーリング協会アンチドーピング委員会Webページ
　（http://www.orienteering.or.jp/AD/) をご覧の上、
　o_compass@nifty.comまでお問い合わせください。

○服装
　服装に特に制限は設けませんが、テレインにとげのある植物や
　間伐材があります。

○代走
　代理出走は認めません。

○テレインプロフィール
　標高10～170mと比較的低山の里山テレインです。周辺の平地には、
　田畑のほか、果樹園も多く見られます。会場周辺はなだらかですが、
　複雑な地形と不明瞭な植生の連続によりナビゲーションが難解なエ
　リアです。概して会場から離れたエリアは急斜面の尾根・沢が多く、微
　地形はあまり見られません。岩、岩石群などの点状特徴物はほとんど
　見られませんが、一部穴の多いエリアがあります。また、小径などは
　あまりありませんが、間伐事業による林道が迷路状に巡っており、
　山手側に1～3mの土崖が並行しているため、ルートの自由度が制限
　されています。植生に関しては、全体を通して見通しの良い杉林が
　見られますが（2～3割程度）、大半は雑木林のため植生の変化に
　富んでいます。
　〈参考〉隣接テレインとして、2012年9月23日全国レクリエーション
　大会で使用された「トリムパークかなづ2012」、少し離れて2001年
　東日本大会で使用された『剣岳』があります。

○テレインクローズ
　本大会へ参加される方は、大会終了まで下記範囲への立ち入りを
　禁止します。違反した場合は、失格となります。トリムパークかなづ
　公園内及び外周道路の通行は構いません。
　・『国道８号、県道153号線、県道123号線で囲まれたトリムパーク
　　かなづ周辺の山林』

－トレーニング・コース－
　事前には設けません。
　前日、坂井市において第29回金沢大学オリエンテーリング大会
　（スプリントオリエンテーリング）が開催されます。
　（申込先：金沢大学オリエンテーリング部　　詳細は後日）

－表彰－
　大会当日Eクラスは上位6名、その他のクラスは上位3名を会場で
　表彰します。
　M21E、W21Eクラス1位の方を平成24年度日本選手権者とします。
　M20E、W20Eクラス1位の方を平成24年度ジュニア日本選手権者
　とします。

－フィットネスO・キッズO－（県民大会を予定）
　会場内をスタート・フィニッシュとして、フィットネスO・キッズOを
　開催します。
　初心者の方でも楽しめますので、お気軽にご参加ください。
　　受付時間　10時～11時

O-FORUM2013
大会前日（3月23日）には
O-FORUM2013が開かれます。
詳しくは日本オリエンテーリング協会
Webサイトをご覧ください。



CLASSES & WINNING TIME

NOTICE

INQUIRY

FOR PARENTS, HANDICAPPED PERSON

クラスと優勝設定時間　＊優勝設定時間については変更することがあります。

全日本大会出場資格
＊国籍、性別、年齢を問わず健康な体を有する方。
＊Eクラスは2013年１月31日までに競技者登録(一時登録不可)が済んでいる方で、参加申し込み時点において全日本大会出場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。
＊Aクラスは、競技者登録（一時登録可500円、15歳以下0円）を行っていることが必要です。
＊Bクラス及び当日申し込みは、競技者登録は不要です。

小さなお子様をお連れの方、障害をお持ちの方、ご高齢の方、妊婦の方へ
　本大会では、大会当日に会場内にある一部屋を託児スペースとして利用することが可能です。但し、主催者側では役員などを配置しませんので、保護者
の方の付き添いの元でのご利用を厳にお願いいたします。お子様だけのご利用はできません。
　また障害をお持ちの方・ご高齢の方・妊婦の方・小さなお子様をお連れの方などで、自動車でのご来場を希望される場合は、会場付近に駐車できるよう
に配慮いたします。詳しくは問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ
　本大会に関する問い合わせは以下にお願いします。緊急時を除き、Eメールをご使用ください。

　 大会全般について問合せ　      　申し込みに関する問い合わせ
　 福井県オリエンテーリング協会   　  　公益社団法人日本オリエンテーリング協会
　 Eメール； foa-fukui@aroma.ocn.ne.jp     　Eメール；  entry@orienteering.or.jp
　 TEL； 0776-36-2790（代表）　 FAX； 0776-36-3300 　  　TEL； 03-3467-4548  　FAX； 03-3467-4549
　 当日問い合わせ； 090-1396-1002 （福井県オリエンテーリング協会： 林 博）

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、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厳禁です。タバコは絶対に吸わないでください。
＊大会への参加は自己の健康状態を考え、絶対に無理はしないでください。なお、当日の体調を確認し大会役員および大会救護員が競技参加に問題が
　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。参加者も傷害保険に加入してください。各自で健康保険証の持参を薦めます。
＊自分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。また民家の庭や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、主管者はその責任を持ちません。
＊会場周辺の道路は駐車禁止です。
＊宿泊の斡旋については、名鉄観光福井支店（0776-23-4572、FAX0776-21-3745）へお問い合わせください。

M: 男性（女性も参加可能）
W: 女性
E: 選手権クラス（有資格者のみ）
A大会経験が豊富な方
B大会経験が少ない方
L: 距離の長い
S: 距離の短い

＊当日申し込みはOAL,OAS,OBクラスへの参加
　となります（表彰はありません）。
＊参加者の年齢は2013年3月31日までに
　達する年齢です。　
＊20Aより低年齢層のクラスについては、実力が
　備わっているものが、上位クラスに参加できる
　範囲を含めた年齢を示しています。
＊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）
＊優勝設定時間ついては変更することがあります。
＊Eクラスはシード枠を設けます。

  クラス名　参加資格　  優勝設定時間
  M21E　　有資格者　  90 分
  M20E　　有資格者　  70 分
  M21A　　19歳以上   80 分
  M21AS　 21歳以上   60 分
  M35A　　35歳以上   70 分
  M40A　　40歳以上   65 分
  M45A　　45歳以上   60 分
  M50A　　50歳以上   55 分
  M55A　　55歳以上   50 分
  M60A　　60歳以上   50 分
  M65A　　65歳以上   50 分
  M70A　　70歳以上   45 分
  M75A　　75歳以上   45 分
  M20A　　16-20 歳    70 分
  M18A　　13-18 歳    60 分
  M15A　　11-15 歳    50 分
  M12　  　12歳以下   30 分
  M10　  　10歳以下   20 分
  MBL　  　制限なし　  50 分
  MBS　  　制限なし　  30 分

クラス名　参加資格　  優勝設定時間
W21E　　有資格者　  75 分
W20E　　有資格者　  60 分
W21A　　19歳以上   65 分
W21AS　 21歳以上   50 分
W35A　　35歳以上   55 分
W40A　　40歳以上   50 分
W45A　　45歳以上   45 分
W50A　　50歳以上   45 分
W55A　　55歳以上   45 分
W60A　　60歳以上   45 分
W65A　　65歳以上   40 分
W70A　　70歳以上   40 分

W20A　　16-20 歳    60 分
W18A　　13-18 歳    50 分
W15A　　11-15 歳    40 分
W12　  　12歳以下   30 分
W10　  　10歳以下   20 分
WBL　  　制限なし　  50 分
WBS　  　制限なし　  30 分



ENTRY申し込み
申し込み締め切り　2013年2月24日
参加費
　参加クラス　 対象年齢　 　参加費 　　 一時登録
　Eクラス  24歳以上  　4200円　　不可
  19歳以上23歳以下 　2700円　　不可
  18歳以下  　2200円　　不可　　
　Aクラス  24歳以上  　3700円　　500円
  19歳以上23歳以下 　2700円　　500円
  16歳以上18歳以下 　1700円　　500円
　  15歳以下  　1700円　　0円
　M・W12/10 12歳以下  　1700円　　0円
　Bクラス  19歳以上  　2200円　　不要
　  18歳以下  　1700円　　不要

郵送での申し込み
本要項に添付の申し込み用紙、もしくは大会公式サイトの専用ファイルに
必要事項を記入し、以下の申し込み先まで郵送してください。
　＜申し込み先＞
　150-8050  東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館内
　(公社)日本オリエンテーリング協会
　（封筒の表に「全日本大会申し込み」と朱書きしてください。）

参加費の振り込み
参加費を下記の口座に振り込んでください。振込手数料は各自で負担してください。振込依頼人の名義は参加申込者と同一名（複数人数分まとめて申し込む
場合は代表者名）をご使用ください。とくに、銀行振込は参加申込者名義の口座からお振り込みください。
振り込み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。締め切りが過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　00130-8-81573   ［銀行振込］　銀行名 ゆうちょ銀行〇一九店 （←ゼロイチキュウ店）
                　  加入者名　オリエンテーリング大会事務局   　 当座預金 口座番号 0081573

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にて行います。印刷版のプログラム(400円)および成績表(400円)をご希望の場合は
申し込み時にその旨をご記入ください。
プログラムは本大会の10日前までに発送いたします。一週間前までに届かない場合は問い合わせ先までご連絡ください。

参加申し込み用紙
＊記入または必要事項に○をしてください。
＊参加申し込み書は一人につき一枚記入してください。
＊WRE（M21EおよびW21Eクラス）への申し込み者は、WR IDおよび英名（姓名）を備考欄に必ず記入してください。

大会会場での申し込み
主要大会会場にて申し込みを受け付けます。所定の用紙にご記入の上、
参加費を添えてお申し込みください。

Webでの申し込み
大会公式サイトのエントリーページより、案内に従って手続きをしてくだ
さい。

＊参加費はいかなる場合も返金しませんので予めご了承ください。
＊参加費は、SIカード費を含みます。マイSIカード持参の値引きは200円です。
＊Eクラス・当日申込クラスは、マイSIカード使用不可

当日申し込み　（マイSIカード使用不可）
　参加クラス　 対象年齢　 　参加費 　　 一時登録
　OAL・OAS 24歳以上  　4300円　　不要
　OAL・OAS 19歳以上23歳以下 　3300円　　不要
　OB  19歳以上　 　2800円　　不要
　OAL・OAS・OB 18歳以下  　2000円　　不要

住 所 　 〒

参加クラス

S I カ ード

交 通 手 段

備 考

大会参加費

プログラム
（400円）

成 績 表
（400円）

一 時 登 録
（500円）

マイSI割引
（-200円）

合 計

円

＋　　　　　　円

＋　　　　　　円

＋　　　　　　円

－　　　　　　円

円

振込年月日

　　　　　月　　　日

振込金融機関

・ レンタル  ・ マイカード（番号：　　　　　　　　　）

・ 公共交通（電車・バス）＋徒歩・タクシー
・ 自動車(運転)　　・ 自動車(同乗)　　・ 駐車場希望
・ 交通手段未定

生年月日
（年齢）

電話番号

競 技 者
登録番号

所 属

Eメール

年　　  月　 　 日　 　 歳（2013年3月31日現在）

第39回全日本オリエンテーリング大会　参加申込書

ふりがな

氏 名

男
・
女
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