Komagane Highland Compe 2013

（オリエンテーリング）

駒ヶ根高原大会 2013

２５日は公認Ｓ（スプリント）と公認Ｂ（ミドル）

要項２

２０１３年８月２４日（土）～２５日（日）

【冒頭挨拶は要項１＝ｗｅｂに引き続き掲載＝より続きます】合宿誘致を謳って、早々に（未決定事項があるままで）要
項１を公開し、ご案内させていただきました所、いくつかの団体様より早々にお申し出いただき、お蔭様をもちましてケビ
ン村（全２０棟）はオリエンテーリング関係者で満室にすることができました。昨年の突然の公認大会断念で、施設にも
宿泊者を減らすという大きな迷惑をおかけしたのですが、何とかこれで今後の関係に面目を保てた形になりました。早々
に合宿を申し出いただいた団体様には感謝の気持ちでいっぱいです。（今も合宿検討中の連絡をいただいております。団体で
の宿確保は早々に行った方がよい所ですので、こちらも随時相談に乗っております。それぞれの要望にできるだけ沿いたいと思います
ので、まずはご連絡戴きたく存じます。） それに伴い運営のキャパシティーに関して見直しを行い、２４日土曜のミドルレース

後のメニューは、多彩なメニューを提供の予定からリレートレ一本にさせていただきました（余った時間は是非観光等に
充てて下さい。その代わり日曜のスプリント終了後、合宿団体様にはアフターメニューの用意を致しております）。私ども
のメニューに乗っかる形での合宿参加は締切日まで受付可能ですので、どうぞ涼しい夏の駒ヶ根高原においで下さい。
駒ヶ根高原のテレインは暫く、レース毎の場当たり的な修正もしくは修正なしで行事を行ってきましたが、今回は今後
さらなる永続的な楽しみを提供するべく、地図を全面改訂して臨みます。開拓当初の２０数年前と比べて、ここ数年の不
況の大きな波で、テレイン環境も大きく変わった部分がございます。サマーボブスレー場とマレットゴルフ場は閉鎖され
撤去、替わりに一周４ｋｍ程のノルディックウォーキングコースが新設されました(オリエンテーリングとの共存可)。かつ
ては立入禁止としていたエリアが新たなオリエンテーリングの競技場として利用可能になり、その意味では新鮮なコー
スをミドル競技・スプリント競技、共にお楽しみいただけますし、難しいテレインと云われている駒ヶ根高原が、よりビギ
ナーの方にも馴染みやすいテレインになったとも言えます。秋の３つの全日本大会にむけて、ステップアップの絶好の
機会としていただきたく、１日で２つの公認大会を企画しています。夏のオリエンテーリングは、是非涼しい駒ヶ根高原で
お楽しみ下さい。
（ヤマカワオーエンタープライズ 山川克則）

駒ヶ根高原は夏でもとっても涼しいよ!!
進できるのも駒ヶ根ならでは。

蜘蛛の巣やヤブに悩まされることなく、思う存分フラットできれいな林を直

ヒロシです
ヒロシです
ヒロシです

主催：(有)ヤマカワオーエンタープライズ
共催：長野県オリエンテーリング協会
協力： 駒ヶ根高原家族旅行村（中央アルプス観光）
（http://www.chuo-alps.com/family/index.html）

昨年の駒ヶ根高原山川キャンプより
あなたも駒ヶ根の疾風になる。

orienteering.com

会場：
８月２４日（土） 駒ヶ根市南割 アルプス球場・養命酒工場周辺
８月２５日（日） ＜公認ＢおよびＳ大会＞駒ヶ根高原家族旅行村

一日で２つの公認大会に参加でき、
Ｅ権もうまくいけば２つゲット。

【自家用車】中央自動車道「駒ヶ根ＩＣ」より２．４Ｋｍ。
【公共交通】新宿駅、および名古屋駅より高速バス便があります。「駒ヶ根インター」下車、２．４Ｋｍ。
テープ誘導は行いません。（プログラムに案内地図）

地図（今回全面的に再調査、改訂版刊行）
（スプリント） 縮尺 １：４，０００ 等高線間隔 ２．５ｍ 走行可能度 ４段階表示＋通行禁止の５種で表示 Ａ４判
（ミドル） 縮尺 １：１０，０００ 等高線間隔 ５ｍ 走行可能度 ４段階表示 Ａ４判
マレットゴルフ場とボブスレー場が閉鎖、新たなオリエンテーリングテレインに！ ４月のＷＯＣセレとも趣向を変え
た新鮮なコースを提供します。ケビンをオリエンティアで占拠でしたので、制約も緩く、より面白いコースが提供可
能となりました。

タイムスケジュール（予定）
開催日

土日で別々のテレインです。どちらの日でもセレ受入可能

駒ヶ根高原南部で多彩なキャンプメニュー
8/24（土）

レース形式でちょっと長目のミドル（最初はこれ）

受付時間
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（愛知県選手権＝スタート時刻指定＝を併催します）

アフターは同時スタートでのファシュタ（リレートレ）
８/25（日） （JOA 公認 B）ミドル･ディスタンス競技（少し長目）
（JOA 公認 S）スプリント競技

合宿での参加の場合、２５日１４：００以降のアフターメニューも用意できます。翌２６日午前中もメニュー２つまでは
用意できますので（すでに、それで合宿催行団体がございます）ご希望の団体はお問い合わせ下さい；
公認大会を使ってのセレクションも土曜のメニューを使ってのセレクションにも要望に応じます。どちらのミドルもウィ
ニング４０分位のリレー競技を意識した少し長目のミドルコースを用意します。セレの為のクラス統一などの相談にも
応じます。尚、宿泊については、主催者斡旋を今回は行いません。各団体での確保をお願いします。家族旅行村のケビ
ン村はすでにオキュパイド（満室）です。キャンプ場はまだ申込可能です。（５月現在）

申込期間 ７月１日（月）～８月５日（月）

宿の確保は、この申込期間より早めに動かれることを強くお勧めします。宿関
連の質問等にもお答えしますが、手配は各自各団体でお願いします。

８月２４日土曜日のキャンプメニュー
ミドルディスタンスレース （少し長目）トップ選手で４０分程度
一般 １５００円
学生 １３００円
高校生以下 １０００円
クラス： ｍｉｄｄｌｅ１（Ｍ２１水準）
ｍｉｄｄｌｅ２（Ｗ２１、Ｍ５０水準）
ｍｉｄｄｌｅ３（Ｍ７５、Ｗ５０水準）
ｂｉｇｉｎｎｅｒ（上級者の並走可）
レンタルｅ-カード ＋３００円（続行メニューにも続けて
使用可、２日間連続使用は５００円）

アフターメニュー（リレートレ。計時あり。２本走っても可。
短絡パターンもあり、自由度色々、計時も
します）

一般 １０００円（計時あり）
学生 ８００円
高校生以下 ５００円
コース距離は、全日本リレーを意識した長さになりますので、ミドルデ
ィスタンスというには少し長目になります。
ここでいう「学生」は学割が利く人、つまり大学院生や通信生も本人申
告でＯＫです。
愛知県選手権（要項は別配布）を併催します。この大会に参加される

◆大会コントローラ
広江淳良
◆地図
「駒ヶ根高原２０１３」 今回６年振り全面再調査を施行
Ａ４判、ビニル袋入 ＪＳＯＭ２００７
縮尺 １：１０，０００ 等高線間隔 ５ｍ
走行可能度 ４段階表示
◆クラス・参加費
Ｍ２１，Ｗ２１（１９歳以上）
２，５００円（学生は２，０００円）
Ｍ３５，Ｗ３５（３５歳以上）
２，５００円
Ｍ５０，Ｗ５０（５０歳以上）
２，５００円
Ｍ６５，Ｗ６５（６５歳以上）
２，５００円
Ｍ７５（７５歳以上）
２，５００円
Ｍ２０，Ｗ２０（１６歳～２０歳）
２，０００円（１８歳以下は１，５００円）
Ｍ１８，Ｗ１８（高校生～中学生）
１，５００円
Ｍ１５，Ｗ１５（中学生以下）
１，５００円
Ｍ１２，Ｗ１２（小学生以下）
１，５００円
Ｂｍ（簡単だけど、距離がＭ３５程度・年齢不問） １，５００円
Ｂｓ（初めておよび同等程度の方・年齢不問）
１，５００円
ｅ－ｃａｒｄレンタル
＋３００円
（２レース分だと＋５００円、前日からの通しレンタルも＋５００円）
選手登録（一時登録） ＋５００円（Ｂおよび１５歳以下不要）
当日申込（ＯＡ：参考記録）
２，５００円
当日申込（ＯＢ：参考記録）
２，０００円
当日申込（２０歳以下，上記に）
－５００円

方はスタート時刻を事前指定します。それ以外で参加の方は、基本的に
は現地でスタート時刻を指定し、リフトアップ方式でスタートします。渋滞で
遅刻等の心配なく（とはいってもスタート終了時刻、フィニッシュ閉鎖時刻
はあります）参加していただくことができます。

（ＪＯＡ公認Ｂ）ミドルディスタンス競技

８月２５日（日）

◆競技形式・通過証明方式・優勝設定時間・競技時間
ポイントオリエンテーリング、リレー相当の長さを視野の少し長目のミ
ドル・ディスタンス。位置説明はＩＯＦ記号（ＪＳＳＤ２００７）。スタート時刻事
前指定。Ｅｍｉｔ社のｅ－ＣＡＲＤ使用、マイＣＡＲＤ使用可能。優勝設定時間
は、各クラスとも４０分（予定：詳細はプログラムにて）。競技時間は１時
間３０分。

◆コース設定者・競技責任者
山川克則

・すでにＭ２１Ｅ、Ｗ２１Ｅの出場権を有している者は、特例として年齢に関
係なくＭ２１、Ｗ２１に出場することができるものとします。
・エントリーの多いクラスは分割する場合があります。また、エントリーが
少ないクラスは前後の年齢層のクラスと統合することがあります。クラス
を分割することになった場合の、エリート資格に関しては、ＪＯＡに指導を
仰ぎますが、基本的には前例に倣うものなると思われます。
・スタート間隔は１分以上あけるものとします。人数の少ないクラスでは、
運営の都合が許す限りそれ以上の間隔をあけてスタート時刻を指定しま
す。

（ＪＯＡ公認Ｓ）スプリント競技（第４回山スペ）

８月２５日（日）

一日で公認大会が二つ、一日で二度おいしい目をめざして下さい。。

◆競技形式・通過証明方式・優勝設定時間・競技時間
ポイントオリエンテーリング、スプリント種目。位置説明はＩＯＦ記号（Ｊ
ＳＳＤ２００７）。スタート時刻事前指定。Ｅｍｉｔ社のｅ－ＣＡＲＤ使用、マイＣＡ
ＲＤ使用可能。優勝設定時間は、各クラスとも１５分（予定：詳細はプログ
ラムにて）。競技時間は１時間。

◆コース設定者・競技責任者
山川克則
◆大会コントローラ
広江淳良

（合宿用アフターメニュー）

８月２５日（日）～２６日（月）

合宿併催で照会いただいている団体様用に用意するメニューの予定
内容をお知らせします。この先、自分のクラブも合流したいという希望の
方は問合先まで遠慮なくご連絡下さい。また、個人でこれに混じりたいと
いう方もできる限り対応いたしますので、お問い合わせ下さい。
２５日 １５：００～１７：００ 道抜き地図での直進Ｏ
２６日 午前１ リロケートトレーニング
午前２ ２コントロールリレー（スターＯ）
解散 １３：００～１３：３０頃を予定

申込方法
申込期間 ７月１日（月）～８月５日（月）（必着）
7/1より前の受付は不可です。

◆地図
「アルプスの丘・荒城史跡２０１３」 ２００９年版同地図を再調査
かつてのボブスレー場、マレットゴルフ場もオリエンテーリング
のテレインに！ Ａ４判、ビニル袋入 ＪＳＳＯＭ２００７

縮尺 １：４，０００ 等高線間隔 ２．５ｍ
走行可能度 ４段階表示＋通行禁止の緑の５種類で表記
◆クラス・参加費
Ｍ２１，Ｗ２１（年齢無制限）
２，０００円
Ｍ３５，Ｗ３５（３５歳以上）
２，０００円
Ｍ５０，Ｗ５０（５０歳以上）
２，０００円
Ｍ６５，Ｗ６５（６５歳以上）
２，０００円
Ｍ７５（７５歳以上）
２，０００円
Ｍ２０，Ｗ２０（２０歳以下）
１，８００円（１８歳以下は１，５００円）
Ｍ１８，Ｗ１８（高校生以下）
１，５００円
Ｍ１５，Ｗ１５（中学生以下）
１，５００円
Ｍ１２，Ｗ１２（小学生以下）
１，５００円
Ｂ（初めておよび同等程度の方用・年齢不問）
１，５００円
Ｈｅａｖｙ(公認大会非対象クラス、８５ｋｇ以上)
２，０００円
ミドル・ディスタンスとスプリントの両方エントリー
-１,０００円（割引）
ｅ－ｃａｒｄレンタル
＋３００円
（２レース分だと＋５００円、前日からの通しレンタルも＋５００円）
選手登録（一時登録） ＋５００円（Ｂおよび１５歳以下不要）
当日申込（ＯＡ，ＯＢ：参考記録）
２，０００円
当日申込（２０歳以下，上記に）
－５００円
（当日申込に、ミドルとの両方エントリーの割引はありません）
・エントリーの多いクラスは分割する場合があります。また、エントリーが
少ないクラスは前後の年齢層のクラスと統合することがあります。
・スタート間隔は１分以上あけるものとします。人数の多いクラスでは３０
秒間隔とする場合もあります。人数の少ないクラスでは、運営の都合が
許す限りそれ以上の間隔をあけてスタート時刻を指定します。
・本スプリント競技では、使用する靴の制限はありません。

山スペについて
（山スペ）の概要については、
http://www.orienteering.com/event_info/2011/0219/yamasp_01.pdf
を参照下さい。チャンピオンに挑戦するタイトル戦（チャンピオンから見
れば防衛戦）になります。前回大会の男女の最高クラスのチャンピオン
（松澤俊行さん、加納尚子さん）は参加費無料で招待され、全員の今日
の成績が掲示されたあと、衆人環視の中で出走し、タイトル防衛めざして
疾走します。タイトルを取ることは一回勝てば良い事、山スペタイトルの本
当の価値・難しさは、防衛してこそ、防衛を重ねてこそ、本当に価値ある
チャンピオンである、そういう位置づけの大会を目指しています。
第１回チャンピオン 小林遼 渡辺円香
第２回チャンピオン 藤沼崇 皆川美紀子
第３回チャンピオン 松澤俊行 加納尚子
未だ防衛記録は無し。最初に防衛に成功するのは誰であろうか？
※山スペはブランド戦であり、タイトル戦です。山川が直接地図や運営に
関わらないスプリント大会でも、「山スペ」という大会名を冠することがで
きます。あなたのクラブ（団体）の大会も是非、山スペ開催に名乗り出て
下さい。賛同していただける大会を募集中です。よろしくお願い致します。
詳しくはお問い合わせ下さい。

【メール申込】
ＹＭＯＥのｗｅｂよりエントリー用のエクセルシートをダウンロードし（６月
中旬頃公開します）、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必要事項を漏れなく書
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。
あて先： ymoe.entry●gmail.com
●はあっとマーク 題名は,｢駒ヶ根高原大会申込｣として下さい。
申込先と問合先のメールアドレスは別々ですので、ご注意下さい。

【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
（すべての参加するレースについて），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（駒ヶ根高原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

問合せ先 山川まで、できる限りメールで
y m o e ●o r i e n t e e r i n g . c o m
電話は、０９０－８０４１－４６７３

注意事項など
・プログラムは大会１週間前をメドに、ＹＭＯＥのｗｅｂで公開します。郵送で
プログラムをご入用の方は、個別に対応致しますので、問合先までご連絡
下さい。大型観光地で繁忙期の開催になりますので、プログラム公開より
先に欲しい情報等がございましたら、遠慮なく問合先までお願いします。
・事前申込の方は、主催者でスポーツ障害保険に加入しますが、補償額
はそれほど大きなものではありません。各自でもできれば加入していただく
とともに、健康状態を考え、無理の無い行動をお願いします。
・両日とも青空会場です。２５日日曜はステージがある広場が会場です。
女性用の更衣所として、大会主催者でもテントを用意しますが、クラブでも
用意できる所は持参くださるよう是非よろしくお願いします。また日除けの
為のタープやシートなども必需品かと思います。
・基本的には、雨天でも開催しますが、台風や落雷、局地的な集中豪雨な
ど参加者の安全確保が保証されないと判断される時には大会を中止しま
す。その際には、参加費の返還は行いませんので、予めご了解下さい。
・本大会申込みに際して得た個人情報は本大会以外の用途には使用しま
せん。
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