
東京近郊に残る奇跡の森を駆け抜けるオリエンテーリングの一日！ 

高い競技性を第一とした運営を心掛けます！ 

多摩ＯＬ 第２７回 長佐古杯争奪 

ジュニアチャンピオン大会 
        参加要項  

◆主 催 多摩オリエンテーリングクラブ    

◆後 援 飯能市教育委員会、東京都オリエンテーリング協会 

◆協 賛 未定 
 

◆開催日 ２０１０年１月２４日（日） 
 

◆会 場 飯能市立加治東小学校（埼玉県飯能市） 

◆交 通・鉄道利用 

西武池袋線元加治駅下車 会場まで徒歩１５分 

 ・自家用車利用 

駐車券が必要です。ご希望の方は、申込み用紙の所定の欄にチェックをつけて下さい。 

希望者多数の場合は地域性、所属クラブを考慮の上駐車券を発行します。 

◆受 付 当日申込受付 9：00～10：30（事前申込者は通過不要） 

◆競技形式 個人のポイントＯＬ 

Ｅ,Ａ,Ｂクラスはコントロール位置説明にIOF記号使用、Nクラス、M12、W12、M15、

W15クラスは日本語を併用します。競技ルールは日本OL競技規則に準じます。Ａクラ

スは優勝タイムの200%を競技時間とします。 

全クラスでEMIT社電子パンチングシステム(E-card)を使用します。 

◆地 図 縮尺1：10,000  等高線間隔５ｍ 通行可能度４段階  

 「七国峠2008」（多摩OL）を部分再調査 
           大会前のオリエンテーリング目的でのO-map「七国峠」範囲への立ち入りを禁止します。 

       【ランナー向けクラスを用意】 

        ランナー向けに難易度は低く、距離を長めにとったクラスを用意しました（＊ＮＲクラス）。 

        ＮＲクラスを卒業した方のために難易度を高めたクラス（＊ＢＲクラス）も用意しました。 

◆クラス ジュニアクラス （カッコ内は参加資格と優勝設定時間です。） 
ＪＭＥ  （男子高校生以下: ５０分程度） ＪＷＥ  （女子高校生以下: ４０分程度） 
Ｍ１８  （男子高校生以下: ４０分程度） Ｗ１８  （女子高校生以下: ３５分程度） 
Ｍ１８Ｎ （男子高校生以下: ３０分程度） Ｗ１８Ｎ （女子高校生以下: ３０分程度） 
Ｍ１５  （男子中学生以下: ３５分程度） Ｗ１５  （女子中学生以下: ３５分程度） 
Ｍ１２  （男子小学生以下: ３０分程度） Ｗ１２  （女子小学生以下: ３０分程度） 

一般クラス （カッコ内は参加資格と優勝設定時間です。） 
ＭＡＬ   （無制限: ６０分程度）   ＷＡＬ  （女子無制限: ５０分程度） 
ＭＡＳ   （男子無制限: ４０分程度）   ＷＡＳ   （女子無制限: ４０分程度） 
Ｍ４５Ａ （男子45歳以上: ４５分程度）   Ｗ５０Ａ （女子50歳以上: ４５分程度） 
Ｍ６０Ａ （男子60歳以上: ４０分程度）  

       ＭＢＲ   （男子無制限: ５０分程度）    ＷＢＲ   （女子無制限: ５５分程度） 
ＭＢ    （男子無制限: ４０分程度）    ＷＢ    （女子無制限: ４５分程度） 
ＭＮＲ   （男子無制限: ４５分程度）     ＷＮＲ   （女子無制限: ５０分程度） 
ＭＮ    （男子無制限: ３０分程度）      ＷＮ    （女子無制限: ３５分程度） 

飯能市民クラス 

ＣＮ    事前申し込み、当日申し込みとも受け付けます。 

但し１０名以上の団体の方は事前にお問い合わせ下さい 



 
※Ｊ＝ジュニア  Ｍ＝男性   Ｗ＝女性   Ｌ＝ロング   Ｓ＝ショート 
Ｅ＝エリート  Ａ＝上級者  Ｂ＝中級者  Ｎ＝初心者   Ｒ＝ランナー 

※高校生以下は一般クラスにエントリーできません(下記同時スタート希望の場合を除く)。 
※グループクラスは用意しませんが、市民クラス及びMN/WN/ONクラスは同時スタートを認めま

す。備考欄にその旨記載下さい。ただしMN/WNクラスの場合は参考記録(表彰対象外)となり
ますのでご了承下さい。 

※年齢は２０１０年３月３１日現在のものです。 
※優勝設定時間は予定です。変更されることがあります。 
※クラスは予告なく統合・分割されることがあります。 
※セレクション利用の場合は、エントリー前に問い合わせ先までご一報下さい。 
※当日申込みクラスも用意します。当日申込み各クラスの地図の枚数には限りがあります。 
※ＪＭＥ及びＪＷＥクラスを選手権クラスとし、優勝者を選手権者として表彰します。 
※ＪＭＥクラスは１０位まで、他クラス（当日申し込みを除く）は３位まで表彰します。 
※実力に合ったクラスにエントリーするようお願いします。競技オリエンテーリングに初めて

参加される方はＮクラスへのエントリーをお願いします。 
 

◆参加費   

     ①基本参加費         通常申込み
*1
  ＷＥＢ申込み

*2
 

全てのジュニアクラス    １０００円     ９００円 

Ｎクラス（年齢問わず）   １０００円     ９００円 

Ｎを除く全ての一般クラス    ２０００円    １９００円 

飯能市民クラス          ２００円     ２００円      

②E-cardレンタル料         ３００円増し 

               (マイカードをお持ちでない方はレンタルが必要です) 

③プログラム郵送料             ３００円増し(プログラムは多摩ＯＬホームページ

で公開します) 

*1 通常申込みは、郵送申込みまたは会場で申込書を手渡した場合です。 

*2 ＷＥＢ申込みは、多摩ＯＬホームページから必要事項を送信した場合、電子メールに

よる申込みの場合です。 

☆10名以上一括(団体)申込み 割引します。  

  10名以上一括で多摩ＯＬホームページ掲載の専用Excelファイルを使用し電子メール

申込みの場合、WEB申込参加費からさらに１人あたり１００円割引いたします。但し、

遅れエントリーには適用しません。 

◎当日申込みクラスも用意します。 

当日申込み ＯＡ／ＯＢ ３０００円（E-cardレンタル料込み） 

      ＯＮ    ２０００円（E-cardレンタル料込み） 

      ＣＮ      ５００円（E-cardレンタル料込み） 

◆申込み〆切 ２００９年１２月２１日(月) 消印有効（WEB発信有効） 
              ２００９年１２月３１日(木)必着で遅れエントリー（５００円増し） 

                     を受け付けます。 

                     ※ CNクラスは当日参加をご利用ください 

◆申込み方法 

◎参加費を振込＆申込書を送付される場合 

①参加費の入金： 

1)郵便局からの場合：郵便局で「払込書(青色)」に必要事項を記入し、送金手数料(申

込人負担)と送金額(参加費)を添えて窓口に提出して下さい。大会終了まで領収

書は保管して下さい。 

☆払込書の記入事項：口座番号(00110-5-81645)、加入者名(多摩ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)、

送金額(参加費)、払込人の住所・氏名、通信欄に氏名、参加クラスを記入して下

さい。 

クラブ等でまとめて払い込む場合は、全員分の氏名とクラスを列記して下さい。 

 

 



 

2)銀行振込の場合：下記口座のどちらかに参加費を振り込み下さい。 

三菱東京 UFJ 銀行 越谷支店  （店番３８１） 普通 ４５３５９５０ 

埼玉りそな銀行   南越谷支店 （店番３２６） 普通 ４９５１０８２ 

口座名義 ニタミ ツヨシ 

☆振込名義人の頭にクラスをお書き下さい。クラブ等でまとめて振り込む場合に

は、名義を「代表者名＋合計人数」または「クラブ名＋合計人数」とし、申込み

時に全員分の氏名とクラスを申込み先にお知らせ下さい(電子メールの場合は問

合先へ)。 

②振込終了後、申込書を下記のいずれかの方法で送って下さい。 

          （Ａ）WEBから直接送信する方法：できるだけこの方法をご利用下さい。 

   ホームページから直接必要事項を送信することができます。 

   参加費が割引になります(飯能市民クラスを除く)。 

   WEBから送信できない方のために、電子メール用の書式も用意してあります。 

（Ｂ）郵送による方法：申込書を下記申込み先へ郵送してください。 

〒337-0043 さいたま市見沼区中川 400-10 小野賢二方「ＪＣ大会」係 
◎大会会場で申込みをされる場合 

全日本リレー大会などの会場にて受付いたします。 
大会会場で参加費だけ払い WEB 申込みすることも可能です（WEB 割引扱い） 

 

◆問合先    電子メール :tamajc@googlegroups.com 
 電話  048－688－0077（小野） 可能な限り電子メールでの問合せをお願いします。 

◆その他 ○当日申込みにおいて事前準備数を超えたときは、希望コースを走れない場合や、
コピー地図となることがあります。 

       ○コンパスは先着５０名まで貸し出します。 
○本大会は東京都オリエンテーリング協会加盟クラブ相互割引対象大会です。大会
当日に各クラブに一括して返金いたします。(都協会加盟クラブ名でのエントリ
ーに限ります) 

◆注意事項 ◇積雪、気象警報発令等、主催者が参加者の安全を十分確保出来ないと判断した場
合、大会を中止する事があります。その場合でも参加費の払い戻しは行いません。 

 ◇参加者が自分自身、あるい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。 

◇スポーツ傷害保険には主催者側でも加入しますが、各自で十分な備えをお願いし 
 ます。当日申込みはスポーツ傷害保険の対象外になります。ご了承下さい。 
◇申込書の所属欄が空白の場合、プログラム・成績表においては所属として住所の 
 都道府県名を記載します。実在しない所属名の場合も同様とします。 
◇申込書に記載された個人情報は、本大会運営及び多摩ＯＬ主催行事のご案内に限

り使用します。 
◇大会中の映像・写真・記事・記録などのインターネットなどへの掲載権は主催者
側に帰属するものとします。(氏名・所属などを掲載した大会プログラム・成績
表はホームページに掲載します。) 

 
 

 

 

第２６回ジュニアチャンピオン大会 誓約書兼大会申込書  No.                    
 

 

 

 

 

 

 

 

最新情報は当クラブホームページにて！ 

 http//www.orienteering.com/~tama
 エントリーリスト・大会プログラム・当日参加案内・成績表など掲載 



               大会申込書                      NO.       
 

オリエンテーリングは地域の方々の協力と良識あるオリエンティアの参加により成り立つ

競技です。 

本大会で使用する森林等は地元の皆様のご好意で使わせていただいております。くれぐれも

地域の方々にご迷惑をおかけしないよう、ご協力をお願いいたします。なお、本大会では下記

の誓約事項に同意される方のみがエントリーできます。 

[誓約事項]                        

       □ 禁止された区域への立入り等、地域の迷惑になる行動はいたしません。 

       □ ゴミや不要となった物は、必ず全て自宅まで持ち帰ります。 

       □ 会場の指定された場所以外の水道で、靴など汚れものを洗いません。 

       □ 万が一トラブルが発生した場合は、速やかに役員に連絡します。 

 
   

上記誓約事項に同意の上、大会を申し込みます。 
 

 

フリガナ 
 

 

参加クラス  

・男 ・女 
 

年齢 

(2010/3/31現在) 

 

氏名 
 生年月日 

１９ 

２０   年   月    日 

〒 

 

 

(携帯または自宅電話)                (              ) 
住 所 

eメール 

所属クラブ 実在するもの、８文字以内 

 

        

E-card        ・レンタル希望    

              （\300増） 

・Ｍｙカード持参 

（カード№記入必須）                     

プログラム郵送 ・要（\300増）   ・不要 

    

遅れエントリー12/22-12/31の申込 

・\500増 

 

参加費 
該当箇所を

○で囲んで

下さい 

 
基本料金 

\2000（A・Bクラス） 

\1000（ジュニアとＮクラス） 

\２00 (市民クラス) 

合計 

 

 

円

振込日            月      日

局名・振込名義 

 

 

                      

郵便払込の方は郵便局名を、銀行振込の方は振込名義を上に

＜正確に＞お書き下さい。 

駐車券 ・駐車券を希望する  ・駐車券不要  備考  

多摩OL使用欄  受付日  ／  ・会場申込み  ・振込確認  
    

                  

・WEB から申し込むと参加費が 100 円引となります。飯能市民クラスを除く。詳しくはＨＰをご覧下さい。 

・会場で参加費のみ支払い、WEB から申し込むことも可能です(WEB 割引扱い)。  

NNV１ 
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