
2005年度日本学生オリエンテーリング選手権大会(ミドル・リレー)併設大会

愛知オリエンテーリング2日間大会
2006年3月11日・12日

場所  愛知県岡崎市・新城市
主催  日本学生オリエンテーリング連盟
主管  2005年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル・ディスタンス，リレー競技部門実行委員会
日程  3月11日(土)：個人競技　10 : 00競技開始予定
　　  3月12日(日)：3人制リレー・個人競技　10 : 00競技開始予定
会場　愛知県野外教育センター
交通手段　両日とも大会専用バスを運行します。また自家用車用の駐車場もご用意します。
競技責任者　西村宏久(1997年度　京都大学入学)
コースプランナー　小野田剛太(2001年度　京都大学入学)， 榎本和弘(1998年度　早稲田大学入学)

競技情報　
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　縮尺1:10,000　等高線間隔 5m，走行可能度4段階，ISOM2000準拠
　　　　　N，Gクラスのみ両日とも縮尺1:5,000の地図を使用

3月11日のクラス 3月12日のクラス
Long 40分程度，年齢・性別制限無し ORL 一人当たり40分程度

Middle 20分程度，年齢・性別制限無し OWR 一人当たり30分程度，女性，
大学対抗専用クラス

M35 20分程度，男性・35才以上 ORS 一人当たり20分程度
M50 20分程度，男性・50才以上 OL 40分程度
W35 20分程度，女性・35才以上 OS 20分程度
W50 20分程度，女性・50才以上 N，G 初心者・グループ
N，G 初心者・グループ

注意事項
• 併設大会では大学OB・OG対抗戦を行います。詳細は後ろのページでお知らせします。
• 11日のLong，Middleクラスのエントリーに性別制限はありませんが，表彰は男女別に行います。
• 表彰は各クラス3位まで行います。なお，リレー競技で同一走者の複数回の出走は認めますが，複数回目
出走する走者が含まれるチームは表彰対象外となります。
• 優勝設定時間はすべて予定です。変更される可能性があります。
• ORL・OWR・ORSクラスは3人制リレー，OL・OSクラスは個人競技です。



• 両日ともN，Gクラスは初心者の方を対象としたコースです。Nクラスは個人で，Gクラスはグループでの
参加となります。NクラスとGクラスは同一のコースとなります。Gクラスにお申し込みの方は，申し込み
書に代表者のお名前のみご記入ください。参加予定人数もご記入ください。

参加費

区分
一般 賛助会員・委員

通常 遅れ 通常 遅れ

3月11日

N，Gクラス以外 2,500円 3,500円 2,000円 3,000円

N，Gクラス 1,000円 1,000円 ー ー
N，Gクラスで
岡崎・新城市民の方 500円 500円 ー ー

3月12日

リレー(1人あた
り)，個人(OL，OS) 2,500円 3,500円 2,000円 3,000円

N，Gクラス 1,000円 1,000円 ー ー

N，Gクラスで岡
崎・新城市民の方 500円 500円 ー ー

プログラム(印刷版) 500円 ー 500円 ー
注意事項
• 18才以下の方は全クラスの参加料が500円となります。
• バス料金は参加費に含まれていません。両日とも往復2,000円ですので，申し込みの際に同時にお支払い
ください。
• N，G以外のクラスにお申し込みの方で，両日とも参加の場合は合計金額から1,000円割引となります。
• 各クラスにおいて自分のe-cardをご持参の方は，それぞれ参加費から200円引きになります。申し込み時
にe-card番号をご記入ください。

申し込み方法
(1)スポーツエントリーによる申し込み(webによる申し込み)
通常エントリー締め切り　1月31日(火)送信有効
遅れエントリー締め切り　2月12日(日)送信有効
エントリーページ http://www.sportsentry.ne.jp/ より指示に従い，必要事項を入力フォームに入力の上
お申し込みください。サークルK，セブンイレブン，ローソン，デイリー・ヤマザキ，ミニストップなどの
コンビニおよびクレジットカードで参加費支払いが行えます。
(2)郵送による申し込み
参加費を銀行または郵便局の指定口座にお振り込みのうえ，本要項最終ページの申し込み用紙を下記の住所
に郵送してください。
通常エントリー締め切り　1月27日(金)消印有効
遅れエントリー締め切り　2月10日(金)消印有効
STEP1：参加費を以下の銀行口座または郵便口座に振り込んでください。



東京三菱銀行　名古屋支店普通預金 2486332
加入者名：特定非営利活動法人愛知県オリエンテーリング協会　世界選手権口

郵便振替　大谷局　00800-5-204710
　加入者名：世界オリエンテーリング選手権大会実行委員会

振り込み手数料は参加者がご負担ください。リレーの参加者は代表者の方が振り込んでください。参加申し
込み書の「振り込み人」の欄に振り込み人の氏名を記入してください。
STEP2：参加申し込み書を各自で記入し，以下の申し込み先まで郵送してください。
〒444 - 0905
　愛知県岡崎市宇頭町字後久17-12 バウハウス１号館A-２０３　　鈴木唯史

(3)会場申し込み：以下の大会で会場申し込みを行う予定です。どうぞご利用ください。
11月27日　西日本大会
12月11日　筑波大大会
12月18日　全日本リレー岡山
1月22日　ジュニアチャンピオン大会
2月12日　早大OC大会(遅れエントリー扱いになります)
注意事項
• 本大会では，プログラムを大会公式サイトで公開しますので，ご利用ください。印刷版プログラムの郵送
をご希望の方は申し込み時にその旨ご記入ください。
• リレーの申し込みは代表者が行ってください。
• 遅れエントリーされる方は印刷版のプログラムのスタートリストには記載されません。大会公式サイトに
掲載されるスタートリストに追加いたします。大会公式サイトよりご確認ください。また，遅れエント
リーされる方に印刷版プログラムを送付することはできません。

バス輸送
大会当日，岡崎市，豊田市および岡崎市本宿駅から会場行きのバスの運行を予定しています。1日あたりの
往復料金は2,000円です。片道料金は設定しておりません。詳細は大会公式サイトおよびプログラムでお知
らせします。

宿泊のご案内
宿泊をご希望の方は愛知県野外教育センターを手配いたします。宿泊費用は1泊2,450円です(朝・夕食付
き)。大会申し込みと同時にお申し込みください。また，大会会場近隣に別の宿泊施設もあります。こちら
は希望者の方各自でお申し込みください。観戦のみの方の宿泊も可能です。

Pension やまぼうし　http://www9.ocn.ne.jp/%7Eyama1989/hiroba.htm

ル・シュール　http://www.d9.dion.ne.jp/~le-sure/home.html

駐車場
自家用車でお越しになる方で，駐車場をご希望の方は運営者側でご用意いたします。駐車場は愛知県野外教
育センターおよび旧作手村役場の駐車場になります。駐車可能台数には限りがあるため，先着順に野外教育



センターの駐車場の方から割り当てていきます。 ただし野外教育センター付近の駐車場は野外教育セン
ターの宿泊者を優先いたします。詳細は大会公式サイトおよびプログラムでお知らせします。

モデルイベントのご案内
2006年3月9日(木)・10日(金)に，愛知県豊田市(競技会場：下山トレーニングセンター)にてモデルイベン
トが行われます。モデルイベント用の地図の縮尺は1:10,000であり，インカレで使用される地図と同一基
準で調査されています。詳細は今後プログラムや大会公式サイトで発表される予定です。

大会全般の注意事項
• この要項に記載されている事項は，予告無く変更される可能性があります。
• 参加費はいかなる理由でも返却しませんので，あらかじめご了承ください。
• 併設大会の競技に日本学生オリエンテーリング連盟加盟員は参加できません。
• 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問い合わせ先までご連絡くださ
い。
• 障害をお持ちの方・ご高齢の方・妊婦の方・小さなお子様をお連れの方などで，車でのご来場を希望され
る場合は，会場付近に駐車できるように配慮いたします。問い合わせ先までご連絡ください。
• 本大会へ参加される方は，本大会終了まで「田原」(2003年 WOC2005実行委員会作成)，「切山」
(2004年 WOC2005実行委員会作成)，「巴山」(2005年 WOC2005実行委員会作成)への立ち入りを禁
止します。

大会公式サイト
愛知インカレ実行委員会では，大会公式サイトを開設しております。要項(ブリテン)など公式発行文書のほ
か，様々な情報を掲載しています。どうぞご覧ください。

http://www.orienteering.com/~ic2005/
愛知県オリエンテーリング協会のサイトでも様々な情報が得られます。ご覧ください。

http://www.aichiol.com/

お問い合わせ
大家哲朗　   e-mail(推奨)： fire_on_the_moon@mac.com 　　

Tel(緊急時)：070-5017-6268

インカレ要項3(プログラム)の広告募集！
プログラムに，あなたのクラブや大会などの広告を載せてみませんか？どしどしお申し込みください。

1/16ページ 1/8ページ 1/4ページ 1/2ページ 1ページ 2ページ

営利団体 12,000円 24,000円 36,000円 60,000円 100,000

非営利団体 3,000円 6,000円 12,000円 18,000円 30,000円 50,000

裏表紙，表紙見返し，裏表紙見返しを希望される方は，問い合わせ先までご相談ください。

原稿送付先　〒354-0015　埼玉県富士見市東みずほ台2-9-4-305　藤谷弘美



問い合わせ　e-mail(推奨) Hfujiya@aol.com

                  携帯電話　090-9036-6443
振り込み先　口座番号：00130-7-21747　加入者名：日本学生オリエンテーリング連盟
お振り込みの上，原稿とともに「振り込み日」，「振り込み人名」，「振り込み額」を明記(フリーフォー
ム)した別紙を同封して送付先にお送りください。
原稿締め切り　2005年12月31日必着

併設大会の大学OB・OG対抗戦について
今年の併設大会では大学OB・OG対抗戦を行います。大学ごとに対象クラスの順位に応じたポイントを合計
し，2日間の総合成績で争われます。まず3月11日の個人戦(Long，Middle)では，それぞれ男女上位10位
までがポイントを獲得します。3月12日のリレーではORLクラス(共学大)とOWR(共学大・女子大)クラスの
上位5位までがポイントを獲得します。リレーの方がポイントは2倍です。共学大と女子大の両方の上位3校
を表彰します。

共学大クラスはLong，Middleの男女およびリレーのORLとOWR(つまり6クラス総合)にて，女子大クラス
はLong，Middleの女性のみおよびリレーのOWR(3クラス総合)にて争われます。また，リレーで複数回目
に出走する走者が含まれるチームはポイント対象外となります。対抗戦の形式は今後変更の可能性がありま
す。その場合はプログラムや大会公式サイトにてお知らせ致します。

ポイント配分

順位 個人戦ポイント リレーポイント
1位 10 20
2位 9 18
3位 8 16
4位 7 14
5位 6 12
6位 5
7位 4
8位 3
9位 2
10位 1



申し込み用紙

ふりがな

男

女

年齢 所属クラブ

氏

名

住所・電話番号・e-mailアドレス e-card番号

3月11日 3月12日 リレーメンバー 

参加クラス 参加クラス 1

2

プログラム　　　
要　・　不要

出身大学(大学対抗に参加の場合) 3

リレーチーム名
Gクラス参加予定人数 3月11日 3月12日

併設大会参加者および観戦者の方で，愛知県野外教育センターへの宿泊を希望する方は以下へ記入をお願い
します。

3月10日夜の宿泊(夕・朝食付き) 2,450円 希望　・　希望せず
3月11日夜の宿泊(夕・朝食付き) 2,450円 希望　・　希望せず

自家用車等でご来場の方で駐車場を希望する方，または岡崎・豊田からバスでのご来場を希望する方は以下
へ記入をお願いします。

3月11日 3月12日
駐車場を 希望　・　希望せず 希望　・　希望せず
バス(1日往復2,000円)を 希望　・　希望せず 希望　・　希望せず
バス乗車希望地 岡崎市内・豊田市内・本宿駅 岡崎市内・豊田市内・本宿駅

お支払いになる参加費の合計をご記入ください。また，郵送でお申し込みの方は振り込み人氏名をご記入の
うえ，利用機関名に○をつけてください。

円
振り込み人 銀行 ・ 郵便局


