
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長野県協会の総会の予定について 
日時：2003 年 9 月 6 日（土）16:00- 
場所：伊那市ますみヶ丘周辺（次号にて案内） 
中央自動車道伊那インターより車で 10 分。 
長野県選手団合宿に合わせて行います。 
同封のハガキにて出欠の予定をお知らせ下さい。 
 
 

長野県選手団合宿 参加者募集！ 
日程：2003 年 9 月 6 日（土）-7 日（日） 
場所：場所：伊那市ますみヶ丘周辺 
参加費は実費。おそらく¥1万程度です。現地で徴収いたしま
す。部分参加も可能。 
 
予定メニュー 
9 月 6 日 

11:00- 全日本リレー大会長野県選手選考会 
16:00- 長野県協会総会 
18:00- 懇親会（ナイト O？） 

9 月 7 日 
8:00- リレー第 1 戦 
9:30- リレー第 2 戦 
11:00- リレー第 3 戦 

 
参加申込み先 

木村佳司 e-mail: kimura@orienteering.com 
〒399-0031 長野県松本市芳川小屋 900-15 
電話 090-3333-0893 

 
 
 

平成 15 年度全日本リレー大会 

長野県選手団員募集 
平成 15 年 11 月 23 日に茨城県那珂郡那珂町で開催される 
全日本リレー大会に長野県選手として参加される方を募集し
ます。多くの方の参加をお待ちしています。 
 
１．全日本リレーについて 
 (1)期日：平成 15 年 11 月 23 日（日） 
 (2)場所：茨城県那珂郡那珂町 
 (3)クラス分け: 
    Ａ．選手権クラス 
   ME 年齢制限なし 競技人数 4 名 
   WE 年齢制限なし 競技人数 4 名 
   MS 35 才以上 競技人数 3 名 
   WS 30 才以上 競技人数 3 名 
   MV 50 才以上 競技人数 3 名 
   MJ 21 才以下 競技人数 3 名 
   WJ 21 才以下 競技人数 3 名 
  Ｂ．一般クラス 
   M21 年齢制限なし 競技人数 3 名 
   M35 35 歳以上 競技人数 3 名 
   M20 21 歳以下 競技人数 3 名 
   W21 年齢制限なし 競技人数 3 名 
   W35 30 歳以上 競技人数 3 名 
   W20 21 歳以下 競技人数 3 名 
   MIX 年齢制限なし 競技人数 3 名 （男女混合） 

 
 
２．選手登録（選手権のみ必要） 

(1)登録資格 
選手権クラス参加を希望される方は、長野県で「競技者
登録」を行って下さい。長野県で「競技者登録」を行う
ためには、以下の条件を満たす必要があります。選手権
以外は一時登録が可能ですが、選手権は必ず年間登録が
必要です。（要注意） 
＜競技者登録条件＞ 
・長野県在住・在勤者 
・長野県出身者（学生のみ） 

 (2)登録方法 
協会事務局または監督あてに、何らかの方法で連絡して
ください。連絡先は、５．申込み及び問合わせ先 を参
照してください。 

(3)登録締め切り 

 7 月 20 日（厳守） 
 
 
３．選手権選手選募集 

選手権については、希望者が定員を超えた場合のみ、選
考会により代表選手を決定します。 

 
(1)選考方法 

選考会を 2 回開催し、下記により選考します。 
・第 1回選考会（ME/WEのみ）により、上位 1名を選手

として選考する。 
・第2回選考会により、上位2名を選手として選考する。 
・残りを、監督、団長および既に選考された選手による

談合で決定する。 
 
(2)選考会日程（ME/WE の選考のみ） 

○第 1 回 8 月 15 日（金） 愛知県作手村 
同日開催される三河高原大会における年齢別選手権の
ＭＥ/ＷＥクラスにより行う。よって希望者はこの大会に
エントリーしてください。 
 

○第 2回 9月 6日（土）独自セレクション（長野県伊那市） 
9/6～9/7 に、ますみが丘で開催される 
「平成 15 年度全日本リレー大会長野県選手団教化合
宿」の初日に、長野県代表選手選考会を開催します。 
☆長野県代表選手選考会概要 

集合時刻：2003 年 9 月 6 日（土） 11:00 
集合場所：伊那市鳩吹公園 
選考レース：ウィニング 60 分以下で設定 
なお、事前に連絡をいただければ伊那インター・伊
那市駅・長野駅等に送迎に行きます。 

 
(3)申込み及び締切り 

協会事務局または監督あてに、何らかの方法で連絡して
ください。連絡先は、５．申込み及び問合わせ先を参照
してください。 
なお、選手登録さえしていれば、9/6の選考会直前まで
受け付けます。まずは、なんとしてでも 7/20までに選手
登録をしちゃってください。 
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４．一般クラス参加者募集 
上記にかかわらず、長野県チームとして一般クラスで走
ってくれる人を募集します。多分、どこの都道府県で走
るよりも、おもしろいはず。それだけの場を提供します。
一緒にリレーを楽しみましょう。ついでに水戸の夜を満
喫しましょう。 
 

(1)参加クラス・チーム編成決定方法 
参加クラス及びチーム編成は監督および団長により独
断と偏見で決定しますが、希望があれば最大限尊重しま
すのでその旨連絡してください。 

(2)チーム名決定方法 
上記チーム編成の決定方法に準じます。 

(3)申込み 
協会事務局または監督あてに、何らかの方法で連絡して
ください。連絡先は、５．申込み及び問合わせ先 を参
照してください。 

(4)締切り 
とりあえず 9/5（金）と言うことにしておきますが、大
会の要項が出ていないので何とも言えません 

 
５．申込み及び問合わせ先 
【全日本リレー関係】 

選手団監督 丸山茂樹 
電話 090-8857-2532 
〒382-0054 長野県須坂市高梨 88 
E-mail: nagano-kantoku@oriemteering.com 

選手団団長 飯島邦彦 
E-mail: kiijima@rose.ocn.ne.jp 

 
【選手登録】 

県協会事務局 鳥川秀司 
E-mail: nagano-office@orienteering.com 

 
【合宿兼セレクション】 

県協会理事 木村佳司  
E-mail: kimura@orienteeirng.com 

 
 
 

本年度の全日本リレーの参加規定（抜粋） 
昨年の参加規定と少し異なる予定です。昨年との大きな変更
点は，以下のとおり。 

・隣接またはブロック内の二つの会員（都道府県）の連合チ
ームの参加を認める（獲得ポイントは２つの会員それぞ
れに 1/2）． 

・女子ベテラン（45 歳以上）クラスの新設． 
・男子クラスへの女子選手の出場を認める． 
・出場チーム数が少なく，最低得点が 2点以上になる場合は，

最低得点が 1 点になるように調整する．たとえば，女子
ベテランクラスに 4チームしか出場しなかった場合，1位
4 点，2 位 3 点，3 位 2 点，4 位 1 点． 

・会員（都道府県協会）が妥当と認めれば，競技者登録した
都道府県以外からの出場も認める（昨年も認めていたけ
ど，来年度以降は登録した都道府県のみに限定される）． 

 
 

競技者登録締切迫る 
日本オリエンテーリング協会の公認大会に参加するには「競

技者登録」が必要になります。（Nクラス除く）よって、必ず、
どこかの県に所属することになります。 
登録先は居住地 OR勤務地です。学生は出身高校所在地での登

録も認められています。 
 
競技者登録を行わなくても、エリートクラス以外の参加者は

一時登録ができます。（大会１回参加するごとに 200円必要） 
要するに年間 2回以上公認大会に参加する人は年間登録した

方が安いことになります。エリートクラス（全日本リレーも
ね）に参加予定のある人は必ず年間登録が必要です（要注意） 

長野県オリエンテーリング協会では以下のように競技者登録
制度を運用してゆきます。 
 

申込期間 7 月 20 日 
登録料  ¥400 （連絡費用込み） 
連絡先： 県協会事務局 鳥川秀司 

nagano-office@orienteering.com 
TEL＆FAX 0266-26-7323 
〒393-0081  
長野県諏訪郡下諏訪町社 129 社東町社宅 4-18 

 
登録者の氏名、性別、生年月日（全日本リレー大会エントリ
に必要）、E-mail、電話、住所を明記の上、上記長野県協会事
務局の鳥川までお知らせください。 
 
 

会費納入のお願い 
会費の納入方法を変更し、複数年一括支払いも出来るように
なりました。是非、便利でお得な複数年一括支払いをご利用く
ださい。（年 3000 円が 2500 円に） 
 一般・団体  1 年分 3000 円 
        2 年分 5500 円 
        3 年分 8000 円 
        4 年分 10000 円 
 学生     1 年分 2000 円 
        2 年分 3500 円 
        3 年分 5000 円 
        4 年分 6000 円 
会費振込先 

郵便振込口座 00520-9-30241 
加入者名 鳥川 秀司 
または 
銀行振込 八十二銀行飯田支店（普）480853 
口座名      長野県オリエンテーリング協会 

注意事項 
必ず、備考欄に振込んだ会費が何年度の会費であるかを記
入してください。（例：02～05 年度分） 

 
 
 

平成 14 年度 

全国オリエンテーリング指導者協議会報告 
元木悟 

標記協議会が平成14年度全日本オリエンテーリング選手権大
会の前日に、新潟市万代のスターホテル会議室にて行なわれ、
元木が出席した。 
本年はＪＯＡ事業推進会議から「主催大会の開催方法につい
て」と、ＪＯＡ普及教育委員会から「委員会検討事項について」
の研究協議が提案され、話し合われたが、ここ数年来で、最も
活発な討議が行なわれたと感じた。 
協議内容について、簡単に報告したい。 
なお、例年、引き続いて行なわれる予定の関東甲信越ブロッ
ク会議は、今回は大きな議題がなく、懇親会の席で意見交換を
行なったのみであった。 
 
１．主催大会の開催方法について 
本年度も九州ブロックが西日本大会を、静岡県が全日本リレ
ーを返上したが、今後数年間にわたり、主催大会の開催が危惧
されており、開催方法の見直しが求められている。 
現在の主催大会は、全日本リレーが国体種目を目指しており、
国体開催都道府県で開催され、東西全日本大会が各ブロック持
ち回りで開催されている。この方法だと、ブロック内の都道府
県協会の数やＯＬ人口の多少により不公平が生じ、開催返上す
るブロックが発生している。 
ちなみに、長野県ＯＬ協会は関東甲信越ブロック（10都県）
に属し、例えば現行方式だと、ブロック内で全日本大会開催を
持ち回りした場合で開催は 60 年に一度の計算になり、また東
日本大会も開催周期が長く、主催大会開催の負担は他のブロッ



クに比べて少ない。 
それに対し、北陸東海ブロックは全日本大会ばかりか、東日
本大会だけでも９年に一度は開催しなければならない計算に
なる。 
一方で、ＯＬ人口の少ないため主催大会が出来ないかという
とそうでもなく、今回の九州ブロックは西日本大会返上したが、
一方でエリートランキング大会の平尾台大会を開催している。 
主催大会は現状では制約が多く、がんじがらめの部分が多く、
参加者に喜んでもらえるような、大会のカラーが出しにくいと
ころにも問題があるとの指摘が多かった。 
多くの意見集約の中で、現在の主催大会を続けるために、 
(１)九州ブロック等が先に開催年、開催地を決定し、残りは

できるブロック（例えば関東甲信越）で開催する。 
(２)リザーブテレインを指定し、ブロックローテーションで

開催できなければ、リザーブテレインにて開催する。 
(３)主催大会というよりも公認大会を増加させる。 
などの意見が出たが、時間切れのため、詳細の検討はＪＯＡ
の競技専門委員会に譲られた。 
 
２．普及教育委員会について 
パーマネントコース（以下ＰＣ）の利用について話し合われ
た。 
ＪＯＡは収益の一部として、今後、ＰＣの登録料と更新料を
見込んでいる。現在、ＰＣは各都道府県協会か各自治体に管理
が任されているが、特に自治体管理のＰＣの利用が少なく、売
り上げがないため、登録料、更新料が支払えないところが多い。 
現在、ＰＣは全国７８０コースで登録されているが、現在使
われているのは５００コース程度で、使用枚数が、年間１０枚
以下のＰＣ地図も多い。本年は岐阜、愛知、奈良で新たに 3コ
ースのＰＣ申請があるのみである。 
ＰＣで売れている地図は少なく、ＰＣで使用が多いのは埼玉
県の「森林公園」と長野県の「信州菅平高原」といったところ
である。本件も時間切れで、踏み込んだ話し合いが出来なかっ
た。 
 
 

元木、JOA の理事に就任 
山梨県協会および新潟県協会、長野県協会内の協議により、
長野県協会会長の元木悟が、甲信越地区より JOAブロック理事
にになりました。任期は 2年です。3県が改選ごとに持ち回り
で理事を引き受けるよう検討しています。 
 
 

社団法人日本オリエンテーリング協会 
第 45 回理事会報告 

平成 15年 6月 1日に、東京都渋谷区の岸記念体育会館にて、 
標記、ＪＯＡ理事会が開催され、役員改選が行なわれた。 
 
１．事務局報告 
(１)訃報 

当県開催の全日本リレーにも出席された鈴木専務理事
が 5月 17日未明、入院先の横浜市内の病院にて亡くなっ
た。 

（２）オリエンテーリング特別基金 
ＪＯＡ設立当初から納入が求められていた特別基金： 
２００，０００円は長野県協会ほか１３協会が未納。 
（３０協会は完納、達成率 68.6％） 
また、長野県協会はＪＯＡ入会金：３００，００００円
のうち２００，０００円が未納。 
－＞全日本リレーの黒字分の一部を特別基金に 
回すことが出来ないか県協会総会で検討したい。 

(３)第３回日本スポーツマスターズ 
９月 19～22 日に和歌山県で開催。オリエンテーリング
は不採用。関連イベントとして、9 月 7 日に和歌山県協
会がパークオリエンテーリング大会を開催する。 

(４)第 7 回ワールドマスターズゲームズ 
2009 年に滋賀県にて開催。オリエンテーリングはコア
種目として 15種目に入っており、滋賀県知事名で招致の

協力依頼があった。 
 
２．役員改選 

平成 15～16 年度の役員が以下の通り決定した。 
なお、理事担当部署は３役一任となった。 

小野清子 参議院議員 
伊藤牧夫 元朝日新聞社副社長 
長谷川純三 筑波大学名誉教授 
古賀珪一 元東京大学教官 
青木弘 会社社長 
奈良昌一 団体役員 
田鍋秀幸 議員秘書 
村越真 静岡大学教授 
信原靖 北海道協会事務局長 
原田錦吾 茨城県協会理事長 
船橋昭一 埼玉県協会理事 
元木悟 長野県協会会長 
森田輝雄 石川県協会理事長 
小野盛光 愛知県協会副会長 
尾上俊雄 兵庫県協会副理事長 
佐藤忠彦 広島県協会副理事長 
神谷晴夫 福岡県協会会長代行 
吉田善作 税理事務所所長 
高橋尚 宝仙学園教授 

 
 
 

オリエンテーリングマガジン数ヶ月分を同封 
広報担当理事の木村が本格的にオリエンテーリングマガジン
のライターおよび編集を行うようになって、パワーがどうして
もオリエンテーリングマガジンばかりに注がれてしまいまし
た。隔月の発行ですが、それでも会社の仕事をこなしながらで
はかなり疲れます。 
そんなわけで、この広報は長野県協会の伝達事項のみとして、
お楽しみ記事、情報などはオリエンテーリングマガジンに依存
させていただきます。 
 
 

夏-秋のおすすめ大会 
2003 年度になってから、5月 10日に菅平アゲイン大会、5月
11日に日本ロゲインチャレンジ菅平大会が開催されています。 
多くの長野県の皆さんが運営、そして参加して楽しみました。 
また近場では 10月 12日に山梨県須玉町にて東日本大会が予
定されています。翌日の 10月 13日には同じテレインでリレー
大会が開催される予定だそうです。 
今年度の夏から秋にかけて、長野県周辺の大会は多くありま
せん。そのなかから長野県周辺のおすすめ大会を拾ってみまし
た。 
 
7 月 13 日  霧ヶ峰花祭り OL 大会（長野県諏訪市） 
8 月 15-17 日 三河高原 3 日大会（クラブカップ大会） 
 （愛知県作手村ほか） 
9 月 6 日 長野県代表選手選考会（長野県伊那市） 
9 月 7 日 長野県強化合宿（長野県伊那市） 
9 月 14 日  東京工業大学プレ練習会（群馬県渋川市） 
10 月 12 日 東日本大会（山梨県須玉町） 
10 月 13 日 トータス 10 人リレー大会（山梨県須玉町） 
11 月 23 日  全日本リレー大会（茨城県） 
 
インターネット環境にあるかたは 
http://www.orienteering.com/index-j.htm 
より各種大会情報にアクセスできます。 
 


