
 

 

 

 

 

 

大会名称 

第 3回全日本スキーオリエンテーリングスプリント選手権大会 

 

主催者等 

◇主催  公益社団法人日本オリエンテーリング協会 

◇主管  第 3回全日本スキーOスプリント大会実行委員会 

◇後援(予定) 岩手県オリエンテーリング協会 

八幡平市 八幡平市教育委員会 

◇協賛(予定) （株）岩手ホテルアンドリゾート、（株）アークコミュニ

ケーションズ 

◇協力(予定)  イーハートーヴォ安比高原自然学校、（有）安比高

原牧場 

◇実行委員長     高島 和宏 

◇競技責任者・コース設定者  日下 雅広 

◇運営責任者     信原 靖 

◇イベントアドバイザー   山田 敦史 

◇大会事務局 （問い合わせ先） 

  ペンションリゾートインミワ 担当：三澤 

TEL 0195-73-6888 FAX 0195-73-6881 

E-Mail: pension.miwa(アットマーク)m3.dion.ne.jp 

※(アットマーク)を@に変更してメール送信してください。 

 

大会会場 

安比高原「安比高原スキー場」周辺 

（駐車場は安比高原スキー場をご利用ください。） 

交通手段 

◇自家用車の場合 

■青森方面から…東北自動車道「安代IC」より約20分 

■東京方面から…東北自動車道「松尾八幡平IC」より約15分 

◇JR利用の場合 

JR花輪線安比高原駅下車 約３ｋｍ シャトルバスあり 

JR東北新幹線 盛岡駅下車 路線バス 約1時間 片道1130円 

盛岡駅発 7:40 9:00 10:05 10:45 11:15 12:45 13:45 21:50 22:40 

宿泊等に関する情報 

主催者が安比高原内のペンション等に配宿いたしますので、前

泊・後泊や部屋割りなど、宿泊に関する個別の希望がある方は、大

会事務局までご相談ください。宿泊を希望しない場合には、申し込

みの際に、その旨をご記入ください。 

 

競技日程 

◇1月 30日（土） 

12:00～13:00 受付（ペンション リゾートイン ミワ内） 

13：00～16:00 トレーニングコース開設 

16:30～17:30 テクニカルミーティング 

 

◇1月 31日（日） 

9：00  受付開始 

10：30 選手権クラス予選 スタート開始 

11：00 一般クラス スタート開始 

11：45 選手権クラス スタートリスト公開 

12：00 選手権クラス決勝 スタート開始 

12：45 フィニッシュ閉鎖 

13：00 表彰式 

 

競技方式 

スプリント競技 （選手権クラスのみ予選・決勝方式） 

2000年 5月 27日 (社)日本オリエンテーリング協会制定 

日本スキーオリエンテーリング競技規則による 

 

地図 

2016年修正地図 

ISSOM2014 準拠 A4サイズ 

縮尺  1：5,000   等高線間隔 5m 

記印方式 

Emit 社製ノーマルパンチ・E カード使用 

 



競技エリアの状況 

本テレインは岩手県内陸北部の標高約 600m～700ｍに位置し、積

雪量は、100cm 以上あります。大きく牧場やスキー場などの開けた

エリアと、森林部分に分かれています。 

 

クラス 

◇選手権クラス 

ME（有資格者）   WE（女子・有資格者） 

*日本オリエンテーリング協会への競技者登録が必要です。 

 

◇一般クラス 

MA（中級者）    WA（女子・中級者） 

M50A（50歳以上）   W50A（女子・50歳以上） 

M18A（高校生以下）  W18A（女子・高校生以下） 

M15A（中学生以下）  W15A（女子・中学生以下） 

M12A（小学生以下）  W12A（女子・小学生以下） 

B（初級者） 

*年齢は 2016年 3月 31日時点 

 

優勝設定時間 

15分（全クラス） 

 

参加料等 

◇参加料 

選手権クラス    12,000円 

一般クラス（大人）   11,000円 

高校生以下      9,000円 

参加料には1泊2食宿泊料を含みます。宿泊を希望しない場

合は、上記金額から 5000円を差し引いた金額となります。 

岩手県協会員        割引 1,000円 

◇トレーニングコース      500円(マップ代) 

◇E カード                300円 

◇スキーレンタル一式    1,000円 

◇マップホルダーレンタル  2,000円 

◇簡易マップホルダーレンタル  500円 

 

参加料等の払込先 

ゆうちょ銀行 

 ００８（ゼロゼロハチ）支店 

 普通 ３５９４３６１ 

 スキーO委員会（スキーオーイインカイ） 

 

申込方法 

参加料等を払込後、次の事項を記載して、Web、E-mail、FAX 又は

郵便で申し込んでください。参加同意書は、大会当日受付に提出

してください。 

1 氏名（ふりがな） 

2 生年月日 

3 年齢（2016年 3月 31日時点） 

4 性別 

5 所属 

6 JOA競技者登録番号（選手権クラスのみ） 

7 E-mailアドレス 

8 電話番号 

9 郵便番号・住所 

10 参加クラス 

11レンタル希望品 

12 前日 トレーニングコース希望有無 

13 宿泊希望有無 

14 プログラム郵送希望有無 

15 払込金額合計 

16 払込年月日 

◇Web申し込み【推奨】 

https://goo.gl/gFsm5G  

◇E-mail / FAX / 郵送 

〒028-7306 岩手県八幡平市安比高原 605-327  

ペンション リゾートイン ミワ 宛 

TEL 0195-73-6888 FAX 0195-73-6881 

E-Mail: pension.miwa(アットマーク)m3.dion.ne.jp 

※(アットマーク)を@に変更してメール送信してください。 

 

申込期限 

通常申込   2015年 12月 31日（木） 必着 

遅れ申込   2016年 1月 16日（土） 必着 （+1,000円） 

 

前日トレーニング・講習に関する情報 

主催者は、大会前日午後に、安比高原スキー場周辺においてトレ

ーニングコースの開設をいたします。 

岩手県オリエンテーリング協会による初心者向けの講習がトレーニ

ングコース等を利用して、行われます。講習を希望される方は、別

途、大会事務局へお問い合わせの上、お申込ください。 

 

立入制限 

競技の公平性を保つため、大会当日まで、大会参加者がオリエン

テーリング目的で安比高原スキー場、安比高原牧場周辺へ立ち入

ることを禁止します。前日についてのみ、主催者が開設したトレー

ニングコースと講習会について立ち入りを許可します。 

 

注意・留意事項 

1 参加者が自分自身又は他人に与えた損害損傷について、主催

者は一切責任を負いません。参加者各自の責任で、安全に留

意しながらご参加ください。主催者でも傷害保険に加入しますが、

少額ですので、万が一に備え、各自にて保険にご加入されるこ

とをお勧めします。 

2 参加料等はいかなる場合も返却は致しかねます。 

3 プログラムは、申込に記載されたE-mailアドレスに送信するほか、

日本オリエンテーリング協会スキーオリエンテーリング委員会の

ウェブサイト http://www.orienteering.or.jp/ski/で公開する予定

です。 



 

FAX 宛先 ０１９５－７３－６８８１   電子メール pension.miwa(アットマーク)m3.dion.ne.jp 

1,000円 2,000円

②　XCスキー希望 ③　スノーシュー希望

①Eカード ②XCスキー一式 ③マップホルダー

①　岩手県協会会員　（-1,000 円） ②　岩手県協会会員以外　（0 円）

遅れエントリー対象 ①　11/20 ～ 12/31　エントリー　（0 円） ②　1/1 ～ 16　エントリー　（+1,000 円）

プログラム郵送希望

　e-mail

所属団体（クラブ・学校名等、最大８文字）

競技者登録番号 マイEcard使用者

参加クラス ME MA M50A M18A M15A M12A MB WE WA W50A W18A W15A W12A WB

第３回全日本スキーオリエンテーリングスプリント選手権大会　参加申込書

フリガナ 性　別 生年月日　西暦　　　　　　年　　　月　　　日

氏名
男　・　女 年齢（2016年03月31日現在）　　　　　　　　歳

住所　　〒　　　　　－ 電話（自宅）

電話（携帯）

前日イベント

基本参加料
①　Eクラス ②　Aクラス

500円

備考
（参加費振込日等）

合計金額 円

レンタルスキーサイズ ①　希望しない
身長　　　　　cm 体重　　　　　Kg 靴　　　　　cm

③　高校生以下

12,000 円 11,000 円 9,000 円

宿泊希望 ①　宿泊を希望する　（0 円） ②　宿泊を希望しない　（-5,000 円）

トレーニングコース利用　1/30

協会会員
優待割引対象

①　郵送を希望しない　（0 円） ②　郵送を希望する　（+500 円）

レンタル品

④簡易マップホルダー

500円300円

 

  



参 加 同 意 書 
 

私は、（公社）日本オリエンテーリング協会が催行する本大会の参加に当たり、以下の条項全てを同意した上で署名致します。ま

た、私が未成年の場合は保護者が同意の上、共に署名致します。 

 

1.  私は、自然環境下での競技に伴う危険性を認識し、天候の変化や不測の事態による中止または変更が有り得ることを理

解し、主催者、運営スタッフの判断及び指示を順守し従います。 

2.  私は、本大会において万が一、障害、損害が生じた場合の補償は保険の範囲内とし、主催者、運営スタッフ及び他の参

加者に対して責任を問わず、自己の責任において処理します。 

3.  私は、本大会が医療施設から離れた場所で行われることを認識し、主催者が必要性を認めた場合、主催者の選択する

医療機関への搬送、応急処置、治療に従います。 

4.  現在の私の健康状態は、本大会参加に関して問題ありません。日常的なハンディキャップを持つ場合でも、参加におい

ては問題ありません。 

5.  私は、本大会中に撮影された動画や静止画の肖像権一切を放棄します。大会成績や大会記録等をメディアその他に掲

載する権利は大会主催者に属することを認めます。 

 

記入日 平成 28 年 1 月   日 

 

 

参加者氏名                       年   月   日生（   才） 

 

保護者氏名（未成年の場合のみ）                              

 

住所                         電話番号              

 

※ 個人情報の取り扱いについて 

大会主催者は個人情報の保護に関する法律を順守し、個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。参加者より提供された個人情報（参加者氏名・生年月日・保

護者氏名・住所・電話番号・参加者の健康状態）は本大会参加同意の確認にのみ使用し、その他の使用及び第三者への提供、開示等は一切致しません。  

3Rd Japan SKI-Orienteering Sprint 
Championship 

大会当日、受付に提出してください。 


