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主催 公益社団法人 日本オリエンテーリング協会 

主管 滋賀県オリエンテーリング協会、NishiPRO 

後援 高島市、高島市教育委員会、BBC びわ湖放送、スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、 

   滋賀県スポーツ協会、公益財団法人健康・体力づくり事業財団

 

実行委員長： 古津和夫（滋賀県オリエンテーリング協会） 

副実行委員長： 平島俊次（滋賀県オリエンテーリング協会） 

大会プロデューサー： 西村徳真（NishiPRO） 

運営責任者： 木俣順（滋賀県オリエンテーリング協会） 

競技責任者： 玉木圭介（滋賀県オリエンテーリング協会） 

コースプランナー（ミドル）：菅麻理絵（滋賀県オリエンテーリング協会） 

コースプランナー（ロング）：宮西優太郎（宮西山野精図） 

 

IOF イベントアドバイザー： 尾上俊雄（兵庫県オリエンテーリング協会） 

IOF アシスタントイベントアドバイザー： 落合公也（愛知県オリエンテーリング協会） 

イベントアドバイザー（ミドル）： 愛場庸雅（大阪府オリエンテーリング協会） 

イベントアドバイザー（ロング）： 沖浦徹二（大阪府オリエンテーリング協会） 

日程 

2019 年10 月 13 日（日） 全日本ミドル WRE(ワールドランキングイベント) 

2019 年10 月 14 日（月祝） 全日本ロング WRE, AOC(アジアカップ) 

開催場所 

滋賀県高島市内 新規開発テレイン  



会場 

滋賀県高島市 高島農村広場 

 

・青空会場です。雨天対策は原則として個人・クラブご

とに行ってください（運営側で荷物置き用のテントを用

意する予定ですが、数に限りがあります）。 

・駐車場（無料）は会場内にあります。 

・仮設トイレ・女子更衣室を設置します。 

交通 

公共交通 

・JR 湖西線近江高島駅から大会専用バスで 10 分 

・同安曇川駅から徒歩 3.2km 

自家用車 

・名神自動車道 京都東 IC から湖西道路経由約 60 分 

・北陸自動車道 木之本 IC から約 60 分 
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競技情報 

 

 10 月 13 日（日）ミドル競技 10 月 14 日（月・祝）ロング競技 

WRE(ワールドラン

キングイベント) 

各日 M21E, W21E クラスが対象 

AOC(アジアカップ) - M21E, W21E クラスが対象 

競技規則 日本オリエンテーリング協会の定める競技規則類に準拠 

※競技規則類: http://www.orienteering.or.jp/rule/ 

ワールドランキングイベント対象クラスについては、IOF 競技規則を適用 

※IOF 競技規則類:  https://orienteering.org/foot-orienteering/rules/ 

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 

ポイントオリエンテーリング 

ロングディスタンス競技 

スタート開始時刻 

（予定） 

M21E            9:00 

W21E, M/W20E 11:00 

上記以外 10:00 

M21E            8:00 

W21E, M/W20E 10:30 

上記以外         9:00  

テレイン状況 オリエンテーリング利用が初めてとなるフィールドです。 

 

＜地形＞ 

台地状の平らな森に深くえぐれた谷が特徴的です。台地部分は植生以外の

特徴に乏しく、一方で谷沿いには浸食による微地形が発達しており、切り

立った崖も見られます。 

 

＜植生＞ 

走行可能度は良い部分（主に整備された針葉樹林）もありますが、昨年夏



の台風の影響と思われる倒木が随所にみられ、また低木の森も多く、見通

し・走行可能度共に低い部分が多くあります。 

 

＜道・その他＞ 

軽車道は一部で見られる一方、森林内の小径・小道はほとんど見られませ

ん。 

地図 本大会のために新規作成 

・ISOM2017 準拠、等高線間隔 5m 

・右図は使用地図の一部（150m×150m）

です。 

 

 

 

 

地図縮尺 M/W21E, M/W20E 1:10000 

上記以外 1:10000 または 1:7500 

M/W21E, M/W20E 1:15000 

上記以外 1:15000 または 1:10000 

パンチングシステム SPORTident システムを使用。マイ SI カード使用可 

 

クローズ範囲 

・以下の地図の赤枠線内がクローズ範囲です。クローズ範囲には本イベントに参加する可能性のあるすべての

競技者、ならびに彼らに情報を伝える立場にある者の立ち入りを禁じます（周辺の主要道路の通過については

生活上の必要がある場合に限り立ち入りを認めます）。公式 Web サイトに拡大図・縮小図を掲載しております

ので、併せてご確認ください。 
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クラス設定(10月 13日ミドル) 

 

参加資格

※年齢は2019

優勝設定 優勝設定 年度末時点

時間(分) 時間(分)

M21E 35 W21E 35 有資格者※3 必須 エリート

M20E 35 W20E 35 有資格者※3 必須 エリート

M21A 35 W21A 35 19歳以上 必須 エリート

M30A 35 W30A 35 30歳以上 必須 エリート

M40A 35 W40A 35 40歳以上 必須 エリート

M50A 30 W50A 30 50歳以上 必須 エリート

M60A 30 W60A 30 60歳以上 必須 エリート

M70A 30 W70A 30 70歳以上 必須 エリート

M80A 30 W80A 30 80歳以上 必須 エリート

M20A 30 W20A 30 16～20歳 必須 上級

M18A 30 W18A 30 13～18歳 必須 上級

M15A 30 W15A 30 11～15歳 必須 中級

MBL 35 WBL 35 - 不要 中級

MBS 25 WBS 25 - 不要 中級

M12 20 W12 20 12歳以下 不要 中級

M10 20 W10 20 10歳以下 不要 初級

MN 20 WN 20 - 不要 初級

区分E

区分A

区分B

区分N

参加費区分

男性クラス※1 女性クラス

競技者登録 レベル

クラス名 クラス名



クラス設定(10月 14日ロング) 

 

※1 男性用クラスに女性が参加することは可能です。 

※2 競技者登録は 2019 年 9 月末までに登録が必要です。詳細は JOA ウェブサイトをご確認ください 

   競技者登録情報: http://www.orienteering.or.jp/runner/regist.php 

※3 E クラス出場資格者は JOA ウェブサイトでご確認ください。 

 20E, 21E 有資格者: http://www.orienteering.or.jp/runner/e-list.php 

※ 参加者の数によって、1 つのクラスが複数に分割することがあります。また、異なるクラスで同一のコース

が提供されることがあります。 

レベル表記 

以下 4 段階で記載しています。技術レベルに関する表記であり、体力レベルを示すものではありません。 

初級：道などの明確な線上特徴物上のみで構成。JOA 指導教本レベル 1～2 程度。 

中級：道を中心に構成されているが、一部道を外れたり不明瞭な線上特徴物をたどる部分がある。ごく簡単な

地形の判読も一部必要。JOA 指導教本レベル 3～4 程度 

上級：地形を用いたナビゲーションやコンパスの利用が必要となる。JOA 指導教本レベル 4～5 程度 

エリート： 複雑な地形の判読や精度の高い実行能力が求められる。JOA 指導教本レベル 5～6 程度。 

※JOA 指導教本レベルとは、日本オリエンテーリング協会が公開している「オリエンテーリング指導教本ナビゲーション技術編」にて用いられ

ている技術レベル表記です。詳細: http://www.orienteering.or.jp/archive/leader/text4.pdf 

参加資格

※年齢は2019

優勝設定 優勝設定 年度末時点

時間(分) 時間(分)

M21E 90 W21E 70 有資格者※3 必須 エリート

M20E 70 W20E 55 有資格者※3 必須 エリート

M21A 80 W21A 65 19歳以上 必須 エリート

M21AS 60 W21AS 50 21歳以上 必須 上級

M35A 70 W35A 55 35歳以上 必須 エリート

M40A 65 W40A 50 40歳以上 必須 エリート

M45A 60 W45A 45 45歳以上 必須 エリート

M50A 55 W50A 45 50歳以上 必須 エリート

M55A 50 W55A 45 55歳以上 必須 エリート

M60A 50 W60A 45 60歳以上 必須 エリート

M65A 50 W65A 45 65歳以上 必須 エリート

M70A 50 W70A 45 70歳以上 必須 エリート

M75A 50 W75A 45 75歳以上 必須 エリート

M80A 50 W80A 45 80歳以上 必須 エリート

M85A 50 W85A 45 85歳以上 必須 エリート

M20A 70 W20A 60 16～20歳 必須 上級

M18A 60 W18A 50 13～18歳 必須 上級

M15A 50 W15A 40 11～15歳 必須 中級

MBL 60 WBL 50 - 不要 中級

MBS 40 WBS 30 - 不要 中級

M12 30 W12 30 12歳以下 不要 中級

M10 30 W10 30 10歳以下 不要 初級

MN 20 WN 20 - 不要 初級

区分B

区分N

女性クラス

競技者登録 レベル

クラス名 クラス名

区分E

参加費区分

男性クラス※1

区分A



表彰 

選手権者表彰 

 ・各日 M21E, W21E, M20E, W20E クラス優勝者を 2019 年度選手権者として認定証を授与します。また、ス

ポーツ庁長官賞を授与予定です。 

入賞 

 各日以下に該当する選手を入賞者として表彰します。 

 ・M21E, W21E, M20E, W20E クラスの上位 6 名、 

・その他クラス上位 3 名 

クラブ表彰 

OK リーグとコラボレーションを行います。OK リーグはエントリーされたクラブ内でのクラブ対抗シリーズ

戦ですが、本大会において、以下の特例を適用いたします。 

１．参加者の所属に記載されたクラブすべてを対象に点数をつけます 

２．OK リーグで定められた配点よりも大きく増やした特別配点を採用します 

以上の特別ルールに則って 2 日間の総合得点を集計し、上位 6 クラブを表彰いたします。 

 

また、OK リーグ参加クラブについては、上記の特別ルールで獲得した点数をそのまま OK リーグの総合成績

に組み入れいたします。特別配点の内訳などは、後日追って発表いたします。 

 OK リーグ: http://okinfo.hatenablog.com/entry/okleague2019 

服装と用具に関する注意 

・公序良俗の範囲内である限り、服装・靴に制限はありませんが、長袖・長ズボン・アイプロテクター・金属

スパイク付シューズの使用を推奨します。 

・GPS(GNSS)端末は画像表示のないもののみ使用を許可します。 

トレーニングテレイン 

・ガリバー旅行村(2000 年作成)を推奨いたします。NishiPRO ( info[at]nishipro.com ) にて地図販売を行って

おりますので、お問い合わせください。 

関連イベント 

現在以下のイベントが計画されています。詳細は後日公表いたします。 

・10 月 12 日（土） パークＯ大会@滋賀県内某所 主催：京都 OLC 

・10 月 13 日（日） 世界選手権報告会 主催：JOA 強化委員会 

・10 月 12-14 日 OCAD ワークショップ 主催：OCAD 日本代理店 Jorge Vetter 氏 

宿泊案内 

主催者側で宿泊の取りまとめ、斡旋は行いません。必要な場合は以下のサイト等を利用して各自で確保をお願

いいたします。 

 高島市観光協会： https://takashima-kanko.jp/  

 ※「観光スポット」→「泊まる」から旅館が検索できます。 

  



 

参加費 

10月 13日ミドル 

参加費区分 一般 学生（※1,2） 18 歳以下(※2) 

区分E ¥4,500※5 ¥3,500 ¥2,500 

区分A ¥3,500※5 ¥2,500 ¥2,000 

区分B ¥2,500 ¥2,000 ¥1,500 

区分N ¥1,500 ¥1,500 ¥1,000 

 

10月 14日ロング 

 参加費区分 一般 学生（※1,2） 18 歳以下(※2) 

区分E ¥7,500※5  ¥4,500 ¥3,000 

区分A ¥6,500※5 ¥3,500 ¥2,000 

区分B ¥3,500 ¥2,500 ¥1,500 

区分N ¥1,500 ¥1,500 ¥1,000 

 

オプション 

 オプション 料金 

マイ SI カード割引※3 各日－¥200 

大会専用バス(近江高島駅~大会会場往復) 各日¥1,000 

プログラム郵送※4 ¥500 

成績表郵送※4 ¥500 

※1: ここでの「学生」は 19 歳以上 28 歳以下でかつ大学・短期大学・大学院・高等専門学校等に学籍を有す

る方とします。 

※2: 年齢はクラス分けと同様に 2019 年度末時点もので判定します。 

※3: マイ SI カードを所持されていない方には貸与いたします。貸与された SI カードを破損・紛失された場

合、弁償金として 5000 円必要ですのでご了承ください。 

※4: プログラム・成績表は同一の内容が公式サイトに掲載されます。紙版をご希望の場合のみ選択ください。 

※5: 区分E,Aの一般の参加費については、JOAの会員支援金(ミドル 500円,ロング 1000円)を含んでいます。 

申込方法 

Web 

Japan-O-entrY ( https://japan-o-entry.com ) から画面の指示に従ってお申し込みください。クレジット決済

利用可能です。7 月上旬をめどに募集を開始いたします。 

郵送 

1. 以下の宛先に必要事項を明記の上郵送してください。 

2. 参加費を以下の銀行口座にお振込み下さい。 

＜宛先＞ 

655-0853 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘 7 丁目 12-2 西村徳真 



 

＜必要事項＞ 

氏名、性別、生年月日、住所、電話番号 

所属クラブ、競技者登録番号（登録必須クラスに参加の場合）、マイ SI カードナンバー（利用される場合） 

ミドル申込クラス、ロング申込クラス、大会専用バスの利用有無 

 

＜振込先口座＞ 

ゆうちょ銀行 00130-8-81573 (〇一九店当座 0081573) 加入者名オリエンテーリング大会事務局 

※Japan-O-entrY を利用された場合は上記口座では受付できません。サイト内の指示に従ってご入金ください。 

申込締切日  

9 月 23 日（月） 
※当日申込はありません。参加を希望する場合必ず期日内に申し込んでください。 

※Web 申込、郵送申込、いずれの場合も銀行振込の入金締切は 9 月 25 日（水）です。入金締切日までに着金

が確認できない場合は原則として申込は取消となりますのでご注意ください。 

その他注意事項 

・アウトドアで行うスポーツであるため、そのリスクを十分ご理解の上お申し込みください。  

・本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会です。 

・未成年者は保護者の同意を得て参加してください。 

・スタート時刻は全て事前指定されます。原則として時間帯を希望することは出来ませんのでご了承ください

（遅刻スタートは一定の範囲で認めますが、指定されたスタート時刻からの計時となります）。やむを得ない

事情がある場合は事前に問合せ先までご相談ください。 

・気象警報が発令された場合など、参加者の安全が確保できないと判断される場合には大会を中止いたします。

その場合の参加費の返金は致しかねますのでご了承ください。 

・欠席者の代わりの出場（代走）は認めません。 

・大会中の写真、映像、記事、記録などの肖像権・掲載権はすべて主催者に属します。 

・大会プログラム（Bulletin2）を、開催 1 週間前までに公式 Web サイトで公開しますので、熟読の上ご来場

ください（郵送の場合、Web 掲載後の発送となります）。 

・参加申込者の個人情報は、本大会運営上必要な用途以外に使用いたしません。ただし主催者が大会中に撮影

した画像や映像を、大会報告や今後の広報活動に活用する場合があります。 

問合せ先 

公式Webサイト 

http://www.orienteering.or.jp/joc/2019/ 

問い合わせ担当者 

西村徳真（広報責任者） 

E メール:  info[at]nishipro.com 

facebook: https://www.facebook.com/tokumasa.nishimura 

twitter: @tkmasa2466 

電話番号（緊急時のみ）: 090-8341-6925 


