全日本大会エリートクラス出場資格規則
公益社団法人 日本オリエンテーリング協会
全日本大会の選手権クラス(E クラス)では、以下のように出場資格を設ける。
1.

共通
1.1

E クラスへの出場は競技者登録者に限る。

1.2

年齢はその年度(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)の終わりまでに達する年齢とする。

1.3

以下の条文における「日本ランキング」については、別紙『日本ランキング規則』
に定める各競技種目（ロング・ミドル・スプリント）
・当該年度の「全日本大会エ
リート権取得判定用ランキング」を使用する。

1.4

選手権クラス出場資格を取得可能な公認大会は、日本ランキング規則において定
める集計期間に開催されたものとする。

1.5

%で計算する時間については、ロングとミドルでは分単位に切り上げる。
「上位 3
名の平均時間」となっているものの完走した選手が 3 名未満の場合、完走した選
手で平均時間を計算する。

1.6

資格を持たない者が E クラス出場を希望する場合は、競技者登録している都道府
県オリエンテーリング協会の推薦を受けた上で競技委員会に申請し、個別の承認
を受けなければならない。

2.

ロング及びミドルディスタンス競技
2.1

2.1.1 から 2.1.5 のいずれかに該当する者は M/W21E の出場資格を取得する。
2.1.1 JOA 強化選手(フォレスト A または B)に指定されている者。
2.1.2 前年度全日本大会(ロングまたはミドル)において M21E10 位以内、W21E6
位以内の者。
2.1.3 公認大会(ロングまたはミドル)において M21A10 位以内、W21A5 位以内の
者。
2.1.4 日本ランキング(フォレスト)において、男子 70 位以内、女子 50 位以内の
者。
2.1.5 『4. 特定の大会での出場資格取得』に定める大会において、条件を満たす者。

2.2

2.2.1 から 2.2.6 のいずれかに該当する者は M/W20E の出場資格を取得する。
2.2.1 JOA 強化選手(U-20 または U-18)に指定されており、かつ強化委員会が出場
を認めた者。

2.2.2 当年度全日本大会(ロングまたはミドル)における M/W21E 有資格者。
2.2.3 前年度全日本大会(ロングまたはミドル)において M/W20E10 位以内の者。
2.2.4 公認大会(ロングまたはミドル)において M/W20A 上位 3 名の平均時間の
150%以内の者。
2.2.5 日本ランキング(フォレスト)の集計対象となった大会において、20 歳以下を
対象としたクラスのうち、最上位クラスの上位 3 名の平均時間の 150%以内
の者。
2.2.6 『4. 特定の大会での出場資格取得』に定める大会において、条件を満たす者。
2.3

年齢による出場制限を 2.3.1 から 2.3.3 に示す。
2.3.1 全日本大会(ロング)の E クラスに出場できるのは 16 歳以上とする。
ただし、
強化委員会が出場を認めた者については、この限りではない。
2.3.2 18 歳以下の者が全日本大会(ロングまたはミドル)の M/W21E に出場するた
めには、全日本大会(ロングまたはミドル)の M/W20E への出場を経験して
いなければならない。
2.3.3 M/W20E に出場できるのは 20 歳以下とする。

2.4

公認大会での出場資格取得に関する細則を 2.4.1 から 2.4.3 に示す。
2.4.1 20 歳以下を対象とした A クラスがより上位のクラスと統合されている場合
は、20 歳以下の競技者内での成績を適用する。
2.4.2 公 認 大 会 ( ロ ン グ ま た は ミ ド ル ) で E ク ラ ス が 設 け ら れ る 場 合 は 、
M/W21E(M/WE)を M/W21A として、M/W20E を M/W20A として扱う。
このとき A クラスは E クラス出場資格取得の対象とならない。
2.4.3 最上位クラスが分割された場合、均等に出場資格を割り振る。割り切れない
場合は、切り上げとする。(例えば、M21A/W21A クラスがそれぞれ 2 つの
クラスに分割された場合、M21A 各クラス 5 位以内、W21A 各クラス 3 位以
内の者がそれぞれ出場資格を取得する。)

2.5

日本ランキング(フォレスト)での出場資格取得に関する細則を 2.5.1 から 2.5.3
に示す。
2.5.1 日本ランキング(フォレスト)の集計対象となる大会及びクラスは、全日本大
会委員会が発表する。
2.5.2 2.2.5 の対象となる大会及びクラスは、全日本大会委員会が発表する。
2.5.3 2.2.5 の対象となるクラスがより上位のクラスと統合されている場合は、20
歳以下の競技者内での成績を適用する。

3.

スプリント競技
3.1

3.1.1 から 3.1.5 のいずれかに該当する者は M/WE の出場資格を取得する。
3.1.1 JOA 強化選手(スプリント、U-20 または U-18)に指定されている者。

3.1.2 前年度全日本大会(スプリント)において M21E10 位以内、W21E6 位以内の
者。
3.1.3 公認大会(スプリント)において M21A10 位以内、W21A5 位以内の者。
3.1.4 日本ランキング(スプリント)において、男子 60 位以内、女子 30 位以内の
者。
3.1.5 『4. 特定の大会での出場資格取得』に定める大会において、条件を満たす者。
3.2

年齢による制限は設けない。

3.3

公認大会での出場資格取得に関する細則を 3.3.1 に示す。
3.3.1 最上位クラスが分割された場合、均等に出場資格を割り振る。割り切れない
場合は、切り上げとする。(例えば、M21A/W21A クラスがそれぞれ 2 つの
クラスに分割された場合、M21A 各クラス 5 位以内、W21A 各クラス 3 位
以 内の者がそれぞれ出場資格を取得する。)

3.4

日本ランキング(スプリント)での出場資格取得に関する細則を 3.4.1 に示す。
3.4.1 日本ランキング(スプリント)の集計対象となる大会及びクラスは、スプリン
ト委員会が発表する。

4.

特定の大会での出場資格取得
4.1

日本学生オリエンテーリング連盟主催の学生選手権大会(インカレ) での出場資
格取得に関する細則。
4.1.1 ロングディスタンス競技の部及びミドルディスタンス競技の部において、
4.1.1.1 に該当する者は、当該年度の各全日本大会(ロング及びミドル)の
M/W21E の出場資格を取得する。
また 4.1.1.2 及び 4.1.1.3 に該当する者は、
当該年度の各全日本大会(ロング及びミドル)の M/W20E の出場資格を取得
する。当該年度においてインカレより前に全日本大会が開催された場合には、
次年度の出場資格を与える。
4.1.1.1 男子/女子選手権クラスで 6 位以内の者。
4.1.1.2 男子/女子選手権クラス有資格者。
4.1.1.3 男子/女子新人クラスで 3 位以内の者。
4.1.2 スプリント競技の部において、 4.1.2.1 に該当する者は、当該年度の各全日
本大会(スプリント)の M/WE の出場資格を取得する。当該年度においてイ
ンカレより前に全日本大会が開催された場合には、 次年度の出場資格を与
える。
4.1.2.1 男子/女子選手権クラスで 6 位以内の者。

4.2

全日本ジュニア選手権大会での出場資格取得に関する細則。
4.2.1 全日本ジュニア選手権大会において、4.2.1.1 に該当する者は、当該年度の各
全日本大会(ロング及びミドル)の M/W20E の出場資格を取得する。当該年

度において全日本ジュニア選手権より前に全日本大会が開催された場合に
は、次年度の出場資格を与える。
4.2.1.1 男子/女子選手権クラスで 3 位以内の者。
4.3

全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会での出場資格取得に関する
細則。
4.3.1 全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会において、4.3.1.1 に該
当する者は、当該年度の各全日本大会(ロング及びミドル)の M/W20E の出
場資格を取得する。当該年度において全国中学校高等学校オリエンテーリン
グ選手権大会より前に全日本大会が開催された場合には、次年度の出場資格
を与える。
4.3.1.1 男子/女子高校生選手権クラスで 3 位以内の者。

5.

附則
本規則は 2022(令和 4 年)年度の全日本スプリントオリエンテーリング選手権大会より
施行する。
平成３１年 4 月 1 日 制定
令和元年９月２１日改正
令和 3 年６月１日改正
令和 4 年 2 月２７日改正
令和 4 年 8 月２７日改正

