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◆大会スケジュール 

３月 フット O トレイル O マウンテンバイク O
※参考 

学生選手権 

11 日

(木) 

モデルイベント

（近鉄西青山駅） 

13: 00～16: 00 

― ―   

12 日

(金) 

モデルイベント

（近鉄西青山駅） 

9: 00～11: 30 

モデルイベント 

（名張市体育館）

10:00～13:00 

― 開会式 

13 日

(土) 

クラシック 

(上津小学校) 

11: 30～ 

本戦 

（上津小学校） 

10:00-14:30 

― 
クラシック 

(上津小学校) 

14 日

(日) 

リレー 

（上津小学校） 

9: 30～ 

― 
本戦 

（上津小学校） 

リレー 

(上津小学校) 

 

http://www.orienteering.com/~ic2003/


 

◆フット O のご案内（３月１３日、１４日） 

＊競技形式：ポイント・オリエンテーリング 

＊パンチングシステム：Emit 社製 E-card による電子パンチングシステムを使用 

＊使用地図 ： 1:15,000(クラシック) 1:10,000(リレー)  

等高線間隔 5ｍ 走行可能度 4 段階 ISOM2000 準拠 

３月１３日（クラシック） ３月１４日（リレー） 

クラス 年齢 レベル 優勝設定 クラス 年齢 レベル 優勝設定 
MEC ORL 無制限 上級者 40 分×3 
WEC 

無制限 ※ 
ORS 無制限 中級者 40 分×3 

M21A 無制限 上級者 45 分 OSL 無制限 上級者 40 分 
M21AS 無制限 上級者 30 分 OSS 無制限 中級者 40 分 
M35A 35 歳以上 上級者 45 分   

M50A 50 歳以上 上級者 40 分  

M18A 18 歳以下 上級者 40 分  

M21B 無制限 中級者 35 分  

W21A 無制限 上級者 45 分  

W21AS 無制限 上級者 40 分  

W35A 35 歳以上 上級者 40 分  

W50A 50 歳以上 上級者 40 分  

W18A 18 歳以下 上級者 30 分  

W21B 無制限 中級者 35 分  

※ 

MEC は学生男子選手権クラス、

WEC は学生女子選手権クラス 

と同じコースです。 

選手権クラス終了後、指定時間

内に各自スタートとなります。 

また両クラスとも性別に関係なく

出場できます。 

優勝設定タイムは、学生選手権

に準じます。 

★注意事項 

表彰は各クラス 3 位まで行ないます。 

年齢は 2004 年 3 月 31 日現在のものとなります。 

WEC以外の「W」のつくクラスには男性は参加できません。 

ORL・ORSクラスは 3 人リレー、OSL・OSSクラスはスプリントです。 

年齢は 2004 年 3 月 31 日現在のものとなります。 

 

◆フット O 参加費    

  区分 一般 賛助会員・

評議員 
高校生

以下 三重県民 

MEC・WEC 通常 4000 3000 3000 3000 
MEC・WEC 遅れ 4500 3500 3500 3500 

その他のクラス通常 2000 1000 1000 1000 

13 日（ク

ラシッ

ク） 
その他のクラス遅れ 2500 1500 1500 1500 
リレー（1 人）通常 2000 1000 1000 1000 
リレー（1 人）遅れ 2500 1500 1500 1500 

スプリント通常 2000 1000 1000 1000 
14 日(リ

レー) 
スプリント遅れ 2500 1500 1500 1500 

 



◆申し込み方法のご案内（フットＯ、トレイルＯ、MTB-O 共通） 

（１）   スポーツエントリーによる場合： （WEB によるお申し込み方法です。） 

通常エントリー〆切 1 月 31 日必着  遅れエントリー〆切 2 月 29 日必着 

    指示に従って、必要事項を入力フォームにご入力の上、お申込ください。コンビニエンスストア・クレジットカード

での参加費支払が行なえます。ただし、こちらのお申し込み方法では印刷版のプログラムを入手する事はで

きません。 

エントリーページは http://www.sportsentry.ne.jp/ です。 

（２）   郵送による場合： 

通常エントリー〆切 1 月 30 日必着  遅れエントリー〆切 2 月 27 日必着 

手続き①参加費＋プログラム代（印刷版でのプログラムの発送を希望される方は 300 円）を振り込んでくだ

さい。郵便振替のご利用をお願いします。 

口座番号：00990-5-249658    加入者名：上野 信   

通信欄に参加者全員の氏名とクラス及び印刷版プログラムの必要・不要をお書きください。 

なお振り込み手数料はご負担ください。 

手続き②本要項末尾の参加申込書を同封し、下記の住所まで郵送してください。 

        〒520-0113      滋賀県大津市坂本 6-29-2  上野 信 

（３） 会場申し込み  

以下の大会で、会場申し込みを行ないます。ご利用ください。 
 

会場申し込み予定表 

11 月 30 日 下山大会 愛知県下山村   

ウエスタンカップ 奈良県都祁村   

北東学連セレ 神奈川県秦野市   12 月 7 日 

東工大 OLT 杯 茨城県水戸市   

つくば大大会 茨城県石岡市   
12 月 14 日 

関西学連定例戦３ 奈良県生駒市   

12 月 21 日 山口大大会 山口県山口市   

2 月 15 日 早稲田大大会 埼玉県越生町 遅れエントリーとなります 

 

★注意事項 

＊トレイルＯは遅れエントリーはございません。当日申し込みをご利用ください。 

＊本大会ではプログラムを大会ホームページで公開いたします。ご利用ください。 

郵送による申し込みをご利用の方で、印刷版でのプログラムの発送をご希望される方は、参加費にプログ

ラム代 300 円を加えた額をお振込みください。 

＊フット O の両日とトレイル O・MTB-O のプログラムは同じ冊子に収められていますので、ご注意ください。 

＊遅れエントリーはスタートリストに反映されません。また、印刷版のプログラムはお送りできません。予

めご了承ください。 

＊リレーの申し込みは代表者にて行なってください。 



◆トレイル O のご案内（３月１２日、１３日） 
 ＊モデルイベント 3 月 12 日 

受付時間 ： 10:00-13:00 
当日地図を販売致します（100 円）。事前申込は必要ございませんが、参加希望の有無を申込書にお書きくださ

い。 
 ＊本戦 3 月 13 日 

受付時間 ： 10:00-14:30 
スタート時刻の事前設定は行ないません。当日ご希望の時刻を設定しますので、受付までお越しください（フット

O クラシックのスタート時刻などに合わせて各自で判断し受付で予約してください。トレイル O の競技時間はおよ

そ 1 時間です）。 
＊競技形式：トレイル・オリエンテーリング (日本トレイル･オリエンテーリング競技規則に従う） 
＊パンチングシステム： コントロールカード、ピンパンチ  
＊使用地図：等高線間隔：5ｍ 透視可能度：3 段階 縮尺 1:4000  ISOM2000 準拠 
＊設定クラス： 

TA クラス トレイル O 経験 2 回以上の競技者を想定 
TN クラス トレイル O 経験 0～1 回程度の競技者を想定 

各クラス 3 位まで表彰されます。 
 

◆トレイル O 参加費 

 一般・賛助会

員・評議員 高校生以下 三重県民 

TA(事前) 700 300 0 
TA(当日) 1000 300 0 
TN(事前) 500 100 0 
TN(当日) 800 100 0 

 
★注意事項 

＊相談ブース 
相談ブースでは、トレイル O 未経験の方にわかりやすく説明を行います。気軽にお尋ねください。12 日、13 日と

もに開設しますが、運営の都合上、なるべく 13 日は、十分な説明ができない場合がございます。初心者の方は、

12 日に相談ブースにお越しいただくようにお願いします。 
なお経験者向きにはコースの解説も行います。解法等に疑問がある場合はお答えしますので、気軽にお尋ねく

ださい。 
＊トレイル O はオリエンテーリングウェアの必要はありません。普段着で競技が可能です。 

トレイル O とフット O はどちらも楽しんでいただくことが可能です。是非、両方をお楽しみください。 



◆フット O モデルイベントのご案内（３月１２日、１３日） 

学生選手権本戦に先立ってモデルイベントを開催します。後輩の指導や翌日への調整等にご利用ください。 
＊日時：2004 年 3 月 11 日(木) 13:00-16:00 雨天決行 荒天中止 

                12 日(金)   9:00-11:30  雨天決行 荒天中止 
＊使用地図：「奥鹿野」2003 年作成 縮尺 1：10000 等高線間隔：5ｍ 走行可能度：4 段階 
また、モデルイベント地図「奥鹿野」は、現在開放されています。「奥鹿野」地図利用希望者は，以下に示す担当者

へ連絡下さい。連絡はできる限り E-mail のご利用をお願いします。 
なお、申請にかかる時間を考慮して、利用１ヶ月以上前の申請をよろしくお願いします。詳細は下記の担当者にお

問い合わせください。 
＊モデルイベント関係問い合わせ先  

安孫子 正義(アビコ マサヨシ) 電話   090-6061-6002 
E-mail     ic2003_modelmap@ns.orienteering.com  

 

◆マウンテンバイク O のご案内（３月１４日） 
＊競技形式：MTB を使ったポイント・オリエンテーリング 
＊パンチングシステム：Emit 社製 E-card による電子パンチングシステムを使用(予定) 
＊使用地図： 1:15,000 等高線間隔 5ｍ 道の等級 6 段階 ISOM2000 準拠 
＊設定クラス：全て年齢性別は無制限です。BWA に男性は出られません。 

クラス 難易度 優勝設定タイム 
BMA 上級者 60 分 
BWA 上級者 60 分 
BB 中級・初心者 40 分 

＊参加費：全クラス通常エントリー2000 円／遅れエントリー2500 円 
＊BB クラスは、リレーやスプリント競技とダブルエントリーが可能です。ダブルエントリー者は MTBO のスタート時間

を当日受付時に指定することができますが、リレー出走者の場合は、走順が遅い場合 MTBO のスタートができな

い可能性があります。 
＊詳細は、本要項とは別に発行する“マウンテンバイク O のご案内”、または  

http://ha8.seikyou.ne.jp/home/Sou.Aikawa/をご覧下さい。 
 

◆宿泊のご案内(3 月 12 日、13 日) 
宿泊を希望する場合、旅行業者（日本旅行）を通じて申し込むことができます。 
日時：２００４年３月１２日（金）および３月１３日（土） 
場所：榊原温泉地区・赤目地区・名張地区および上野地区の宿泊施設 
料金：３月１２日（金）および３月１３日（土）ともに１泊２食付  ９，０００円（諸税込み） 
申込方法：下記の問合せ先まで電話・ファックスまたは E-Mail にてお申し込みの後、以下の振込先まで料金を振り

込んでください。 
お問い合わせ先：㈱日本旅行 東京南支店 〒１０４－００３１  東京都中央区京橋１－１７－１０ 
     電話：０３－３５６７－２５８１    FAX：０３－３５６７－３９８５ 
     E-mail： tokyominami_net@nta.co.jp 
営業日：月曜日～金曜日 祝日を除く （９：３０～１７：３０） 
担当：小林博文（コバヤシヒロフミ）・正能啓士（ショウノウ タカシ）・高宮亜由美（タカミヤアユミ） 
お振込先：みずほ銀行 昭和通支店 普通口座 １０２０８４２    （名義）株式会社 日本旅行 

mailto:ic2003_modelmap@ns.orienteering.com
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/Sou.Aikawa/


◆観戦のご案内（３月１２日、１３日、１４日） 
 ご自由に観戦していただけます。 
 

◆大会全般の注意事項 
・当日はコンパスを貸し出しますが、数に限りがあります。 
・参加費はいかなる理由でも返却いたしませんので、予めご了承ください。 
・この要項に記載されている内容は予告無く変更されるおそれがあります。 
・日本学生オリエンテーリング連盟の加盟員は参加できません。日本学生オリエンテーリング連盟に加盟・準加盟

の学生の申込については、「2003 年度(第 26 回)日本学生オリエンテーリング選手権大会 要項 2」(ブリテン 2）を

ご覧ください。ただし MTB-O はこの限りではありません。 
・印刷版プログラムをお申し込みで、3 月になっても届かない場合は下記の連絡先までお問い合わせください。 

  ・障害をお持ちの方・ご高齢の方・妊婦・小さなお子様をお連れの方など、車でのご来場をご希望される場合は、会

場付近に駐車していただけるように配慮させていただきます。問い合わせ先にご連絡ください。 
・本大会に参加される方は、大会終了後まで、以下の地域へのオリエンテーリング目的での出入りを禁止します。 

  国道 165 号線・県道 2 号線・県道 512 号線で囲まれる青山町内の山林 
(外周道路を除きます。O-MAP「青山高原」(京都大学・京都女子大学 OLC 1994 年 3 月 1.2 版作成)を含みま

す。) 
 
★本大会についての問い合わせ先一覧 
   担当 E-mail 電話 FAX 

上野 信 一般併設大

会全般につ

いて 
ウエノ マコト 

q9.ueno@mx.c
able-net.ne.jp 

090-4647-3362
（22 時～16 時） 

077-578-1059 

トレイルＯ 山口 尚宏 0568-56-6038 
について ヤマグチナオヒロ 

y-n@yan.ne.jp 
(～23 時) 

－ 

相川 創 マ ウ ン テ ン

バイク O に

ついて アイカワ ソウ 

Sou.Aikawa@
ma8.seikyou.n
e.jp 

－ － 

安孫子 正義 モ デ ル イ ベ

ン ト に つ い

て 

アビコ マサヨシ 

ic2003_model
map@ns.orien
teering.com 

090-6061-6002 － 

宿泊につい

て 
(株)日本旅行 

tokyominami_
net@nta.co.jp 

03-3567-2581 
(9:30~17:30) 03-3567-3985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆交通案内（図参照） 
＊会場 

フット O モデルイベント  近鉄大阪線「西青山」駅前 

トレイル O モデルイベント（名張市体育館） 近鉄大阪線「名張」駅より徒歩 30 分程度 

その他（青山町立上津小学校） 近鉄大阪線「伊賀上津」駅より徒歩 30 分程度 

＊公共交通機関をご利用の場合（近鉄電車） http://www.kintetsu.co.jp/ 

（西国方面）難波駅より約 100 分 

（北国方面）京都駅より約 130 分 

（東国方面）名古屋駅より約 130 分 

＊自家用車をご利用の場合（国土交通省 道路時刻表） http://www.cbr.mlit.go.jp/time_road/ 

東青山駅前「四季のさと」駐車場（1 日￥1,000） 

名張駅前名張市営駐車場(6 時間￥800) http://www.city.nabari.mie.jp/ 

名張市体育館駐車場（無料）トレイル O モデルイベントのみ 

    それぞれの駐車場からは近鉄電車をご利用ください。 

東青山→名張 約 25 分 ￥430   東青山→伊賀上津 約 10 分 ￥290 

名張→伊賀上津 約 15 分 ￥290 

 

 

http://www.cbr.mlit.go.jp/time_road/


申し込み用紙 

フリガナ   女   

氏名   

性別

男 

年齢 

歳 

〒    － 
住所 

  

電話番号       （    ） 印刷版プログラム 要・不要 

12 日トレイルＯモデルイベント参加の意向 参加の予定・不参加の予定 

13 日フット O（クラシック）参加希望クラス （     ）クラス・不参加 

13 日トレイル O 参加希望クラス （     ）クラス・不参加 

14 日フット O（リレー）参加希望クラス （     ）クラス・不参加 

14 日 MTB-O 参加希望クラス （     ）クラス・不参加 

区分 一般・賛助会員・評議員・高校生以下・三重県民 

13 日フット O 参加費（￥    ）＋13 日トレイル O 参加費（￥     ）＋ 

14 日フット O 参加費（￥    ）＋14 日 MTB-O 参加費（￥      ）＋ 

印刷版プログラム（￥０／￥３００）＝￥ 

移動障害の有

無 
有・無 振込み総額 ￥ 

移動補助介護

者 
自分で依頼（推奨）・運営者に準備を依頼 

所属   

リレーチーム

名 
  

        

リレーの他の参加者 

フリガナ   女   

氏名   

性別

男 

年齢 

歳 

区分 一般・賛助会員・評議員・高校生以下・三重県民 

フリガナ   女   

氏名   

性別

男 

年齢 

歳 

区分 一般・賛助会員・評議員・高校生以下・三重県民 

             

備考   


