要項１-2（平成 25 年３月 3１日発行，４月７日改訂）

ゴールデンウィークもオリエンテーリングがしたい。
ならば、日光に行こう!!
新勧にも最適な環境
スプリントは公認（ニューマップ、インカレトレイルの地図を約３倍に拡大、Ｅ権ゲット機会）

ＧＷ日光オリエンテーリングの集い（要項）
２０１３年５月４日～５日 於：日光運動公園
主催：ヤマカワオーエンタープライズ
協力：ホテルファミテック
集合場所：日光運動公園北側駐車場（プログラムに地図案内）
交通：ＪＲ日光駅・東武日光駅より日光交通ダイヤルバス下今市駅行きにて、
「所野第二団地」バス停下車、左前方の駐車場、
あるいはＪＲ日光駅裏手より徒歩専用の跨線橋があり徒歩約３０分で会場
※この面はカテゴリＳ公認大会（５月４日開催）部分の要項です。他のイベント内容については裏面、および同時公開のプログラムをお読み下さい。

ＪＯＡ公認大会（カテゴリＳ）
２０１３ＧＷ日光オリエンテーリングの集い（スプリント競技）
開催期日：２０１３年５月４日（土）
開催場所：栃木県日光市 日光運動公園
受付時間：１１：３０～１３：００
スタート時間：１２：４０～１４：００(競技時間６０分)
競技責任者・コース設定：山川克則
大会コントローラ：荻田育徳（栃木県）
大会ｗｅｂサイト：http://www.orienteering.com/~ymoe/index.html
競技形式：ポイントオリエンテーリング スプリント競技
計時システム：ｅ－ｃａｒｄ（ＥＭＩＴ社）使用 マイｃａｒｄ使用可
クラス・参加資格・参加費：
Ｍ２１，Ｗ２１
（年齢無制限）
１，５００円
Ｍ３５，Ｗ３５
（３５歳以上）
１，５００円
Ｍ５０，Ｗ５０
（５０歳以上）
１，５００円
Ｍ６５
（６５歳以上）
１，５００円
Ｍ２０，Ｗ２０
（２０歳以下）
１，０００円
Ｍ１８，Ｗ１８
（高校生以下）
８００円
Ｍ１５，Ｗ１５
（中学生以下）
８００円
Ｍ１２，Ｗ１２
（小学生以下）
８００円
Ｂ（個人で初めて及び同等程度の方）
８００円
ｅ－ｃａｒｄレンタル
＋３００円
選手登録（一時登録）
＋５００円
出場には選手登録を済ませていることが必要です。但し、
Ｂクラスおよび１５歳以下の方は不要です。
M：男性，Ｗ：女性、但しＭクラスへの女性の出場を妨げません。
年齢は２０１４年３月末日までに達する年齢です。
※当日申込も同額で参加できますが、公式記録とはなりません。また
当日参加（当日支払）の場合でも事前連絡のない場合地図は用意でき
ません。競技者登録を済ませ大会主催者が設定した締切日までに申
込を完了し、入金を済ませ競技規則に従ってスタート時刻が指定され
た競技者を公式記録として扱うとお考え下さい。当日参加についての
詳細は裏面の全体案内をご覧下さい。

優勝設定時間：各クラス１５～１８分
地図：「日光運動公園」 縮尺 １：４，０００ 等高線間隔 ２ｍ
走行可能度 ４段階＋通行禁止の緑の５種で表記
ＪＳＳＯＭ２００７による作成
※２０１３年３月インカレ協賛トレイルＯで新規作成・使用した地
図（その頃除染工事中で競技可能範囲は制限）を公園全域の約
３倍に拡大し新規作成。山川地図がトレイルＯだけの使用じゃ勿体ない
（変則）２マップ方式、道路横断前後で計時除外区間があります。

地図作成：山川克則
位置説明：ＩＯＦ記号（ＪＳＳＤ２００７による）

申込：
申込期間（公認大会について） ４月３日～２１日（必着）
申込方法：メール申込
ＹＭＯＥのｗｅｂよりエントリ用のエクセルシートをダウン
ロードし、添付ファイルにて申し込んで下さい。よく判らな
い方は、下記郵送申込の形式で普通にメール本文に書い
て申し込んで頂いてもＯＫとします。同時に参加費の入金
を済ませてその内容も送信して下さい。（他のメニューも
同時に振り込んで戴き、当日の事務作業量軽減にご協力
下さい）
あて先： ymoe.entry●gmail.com
●はあっとマーク 題名は,｢日光大会申込｣として下さい。

申込方法：郵送申込
以下の必要事項を任意の用紙に記入して送付下さい。
氏名，ふりがな，性別，年齢，所属クラブ，郵便番号，住所，
電話，メールアドレス，競技者登録番号（あるいは一時登
録で参加するか），参加希望クラス，ｅ－ｃａｒｄはレンタル
かマイカードか（マイカードの場合番号），送金合計額（内
容の説明），送金日、手続局，その他要望
あて先： 〒２７６-００２７ 八千代市村上団地１-３２-４０９
山川克則 宛（日光大会申込と併記下さい）
参加費振込先：
銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行八千代支店(店番６１２)
普通１０７７６３４ 口座名義 山川克則
ゆうちょ １０５２０-５０２６１５１ 加入者名 山川克則
ゆうちょ銀行に市中銀行から振込む場合：
【店名】〇五八 【店番】０５８ 【預金種目】普通預金
【口座番号】０５０２６１５
問合せ：
できるだけメールでお願いします。申込用のアドレスとは違う
のでご注意下さい。（●はアットマーク）
メール：rmo-s.yamakawa●nifty.com
電話：０９０－８０４１－４６７３
注意事項等：
・ピン付きシューズは使用できません。
・本大会は“山スペ”ではありません。NT選手は同日強化合宿中です。
・表彰はありませんが、賞品は出るかもしれません。
・公認大会ですので、渋滞等で遅刻の場合も正規のスタート時刻からの計
時になります。もしくは参考記録となることを了解してスタート時刻の再指定
を行います。
・全体では２日間のイベントになります。宿泊斡旋についてはホテルファミテ
ックにお泊りいただけます。詳しくは裏面の全体要項を参照下さい。
・保険には各自でご加入下さい。競技中の怪我等の費用負担については、
全部参加者の自己責任となることを了解の上でご参加下さい。
・公園内の森林や広場が競技エリアの高速で安全、ファインなオリエンテー
リングをお楽しみいただけます。

※この面はGW日光オリエンテーリングの集いのＯＬメニュー全体及び４日の宿泊についての案内記述です。１ページ内に収まるように手短に記述していま
すが、同時にプログラムも公開していますので申込にあたってはそちらもよくお読みになって下さい（申込方法もそちらで詳述）。大会一週間前には公認ス
プリント大会のスタートリストのみの公開となります。カテゴリＳ公認大会（５月４日開催）部分の要項については、裏面をよくお読み下さい。公認大会部分の
み事前申込制・締切厳守ですが、スプリントの当日参加及び他のメニューへの参加も原則事前連絡をいただいた方にのみ地図を準備する方式となります。

２０１３年５月４日（土）～５日（日）ＧＷ日光オリエンテーリングの集い メニュー一覧

（４日の宿泊斡旋：１泊２食で５，０００円／ＧＷ特別料金）

開催日

メニュー内容

テレイン

受付時間

スタート

フィニッシュ閉鎖

クラス

参加費

５月４日（土）

公認Ｓスプリント

日光運動公園
1:4,000 2m

11:30～
13:00

12：40～14：00
（競技時間 60 分）

15:00

裏面参照

裏面参照

５月４日（土）

スプリント大会
当日参加

日光運動公園
1:4,000 2m

11:30～
13:30

12：40～14：00
（競技時間 60 分）

15:00

当日１～
公認で用意
するコース数

公認大会と同額

新勧イベント
公園地図使用
縮尺 1:3,000
ピンパンチ方式

日光運動公園
1:3,000 2m

13:00～
15:00

13：30～15：30
5 日は 8:40～13:00

16:30
５日は 14:00

一回の申込
で２コース用
意します。

コントロールカード
付き
1 人地図 1 枚で
500 円

特製ミドル

日光所野
1:10,000 5m

５日 8:40
～13:00

9:00～14:00，４日は受付 14:00～
15:00，
フィニッシュ閉鎖 16:30

ゴールド・
プラチナ・
シルバー

５月５日（日）

インカレミドル
アゲイン

日光所野
1:10,000 5m

8:40～
13:00

9:00～14:00

MEA・WEA

５月５日（日）

特製コントロール
ピッキング

日光所野
1:5,000 5m

8:40～
13:00

10:00～14:00

ノーマル・
ランク４以下
の道なし

５月４日（土）
５月５日（日）
内容は 2 日間とも同じ

５月４日（土）
５月５日（日）
内容は 2 日間とも同じ

【メニューの紹介】
1. 公認カテゴリＳスプリント大会 ４月２１日締切厳守！
詳しくは裏面を参照下さい。公認スプリントに参加の方は、
なるべく他のメニューも同時に事前申込をいただき、当日の
事務負担の軽減に是非ともご協力下さい。
２． スプリント大会当日参加 参加費は事前申込と同じですが、
公式記録として扱われません。公認スプリントで用意された
コースすべてに参加できますが、当日１、当日２～のように、
当日参加専用のクラスで取り扱います。各コースの相当す
る年齢区分は当日掲示します。参加費の納入は当日払いで
構いませんが、大会前夜２０時までに何らかの形で事前に大
会主催者に連絡をしておかないと地図は用意されません。
事前連絡なしの当日参加は（他のメニューも同様ですが）、
１メニュー毎に＋８００円を正規の参加費に追加して戴きます。
しかも対応の優先順位は最後位という前提で可能な範囲で
受け付けます。（多分余裕があればその場で地図を追加印
刷するという形式ですので、かなりぞんざいな扱いになりま
す。）
３． 新勧イベント 公園地図（ＪＳＳＯＭ基準）縮尺１：３，０００を
使用。ピンパンチ、コントロールカード（ＣＣ）方式、計時は
各自で行ってください。１人に地図１枚支給し、２コース分印
刷されています。指導などは主催者のマンパワーでは行え
ませんので、先輩などが指導して下さい。先輩が公認スプリ
ントに参加後、このメニューに連れてきた新人と参加するこ
とも可能ですし、公園の中で行方不明になる心配はほぼな
く、その意味では安全は確保されていると言えますので、新
人一人での参加も可能です。（但し、事前の競技方法の説
明はクラブ内で行って下さい。）指導後は芝生広場もありま
すので、反省会の他レクなども行えます。このメニューは２
日間同じコースで行います。また、このメニューのみ事前連
絡無しでも一人５００円で参加できます。
４． 特製ミドル
２日間ともこのメニューは用意します。ｅｍｉｔ使用計時。
コースは、ゴールド（ＭＥトップクラスでウィニング３０分）、
プラチナ（ＷＥトップクラスでウィニング３０分）
シルバー（Ｍ６５トップクラスでウィニング３０分）
参加費は、４日にスプリントに参加で２メニュー目の場合
一般 ＋１，０００円 大学生 ＋８００円 インカレ実行委員
(過去３年以内)及び高校生以下 ＋５００円

５．

６．

７．
８．

1 メニュー目 1500 円
2 メニュー目は本文
参照
割引カテゴリ有

追加メニューとし
てのみ＋500 円

４日、５日とも本メニューが最初の参加の場合
一般 １，５００円 大学生 １，０００円 インカレ実行委員
(過去３年以内)及び高校生以下 ５００円
５日に２メニュー目以降で参加の場合 ＋５００円(一律)
地図は本部で配布、スタートまでの誘導は地図をみて各自
で、スタートはフリースタート、無人コントロールでパンチン
グフィニッシュ、本部でｅ－ｃａｒｄ読取という方式です。４日は、
ナビゲーションスキルの無い新人の方の参加はできません
が、５日には上級生の指導付きを前提に、シルバーコースを
利用していただくことができます。
インカレミドルアゲイン ５日のみ開設、ｅｍｉｔ使用計時
インカレミドルＭＥＡ、ＷＥＡを再現します。この日の１番目の
メニューで使用することを前提としています（１番目のメニュ
ーとして選択しないこともできます）。
“地図は本部で配布～”以降の記述は４．と同様になります。
インカレミドル当日は、このコースのチャレンジクラスは開
設されませんでした。是非とも挑戦し、ラップなどを比較し
てみて下さい。(勿論インカレ出場者の再挑戦も歓迎です。)
参加費は、一般 １，５００円 大学生 １，０００円 インカレ
実行委員(過去３年以内)及び高校生以下 ５００円
特製コントロールピッキング ５日のみ開設、ｅｍｉｔ使用
カテゴリは“ノーマル”もしくは”ランク４以下の道抜き”
このテレイン内で最も平坦で地形の変化に富む場所を使っ
てナビゲーション能力をとことん問う（鍛える）メニューです。
“地図は本部で配布～”以降の記述は４．と同様になります。
２メニュー目以降での参加が前提で、参加費は各カテゴリ
一律で超格安の＋５００円です。
その他必要物として、ｅ－ｃａｒｄレンタル ＋３００円
２日間連続して借りておくことも可能です。基本はマイｃａｒｄ。
４日の宿泊斡旋 本大会の協力団体であるホテルファミテ
ックに優待宿泊できます。但しＧＷ料金扱いになりますので、
１泊２食５，０００円になります。申込は大会申込と同時に大会
主催者あてへの連絡でＯＫです。但し、当日のチェックイン
手続き、お支払は各自で行っていただくことになります。交通
手段の無い方は送迎しますので、申込時のその旨申し出て
ください。（決して無断キャンセルをしないよう断じてヨロシ
クお願い致します。変更・キャンセルなどは大会主催者を通
して必ず前日の３日午前中までにお願い致します）

公認スプリントに参加の方以外は当日払いもＯＫ（事前払いも勿論歓迎）です。但し出場には必ず５月３日２０時までに、何らかの形で主催者
に連絡していることが必要です。連絡先・問合先・振込先などは裏面およびｗｅｂを参照して下さい。また同時に大会プログラム（スタートリス
ト以外）を公開していますので、そちらも良くお読みになって参加を決めて下さい。本大会は、泊まっても１日だけでもできるだけ面白く“気軽
に”参加出来るように致しました。インカレ準備中も、スタッフの中から“このテレイン・このコース楽しい!!”とインカレ的装飾無しに、そういう
感想が率直に出たテレインです。３月は忙しくて日光に来られなかった人も、来られた方も、この面白くて楽しくて白い日光のテレインを２日
間の自分の都合のつく時間で楽しんでいって下さい。お待ちしております。尚、８月３１日早大ＯＣ大会前日にファミテック杯を開催致します。

