
10 ⽉ 29 ⽇ 第 11 回全⽇本スプリントオリエンテーリング⼤会 
要項 訂正・変更事項 11 ⽉ 4 ⽇追加事項（⻘字部分） 
１． テレイン内に板で舗装されたエリアが⼀定⾯積ありました。ピン付きシュー

ズの使⽤を禁⽌に変更させていただきます。 
２． バス便はないとご案内しましたが、市営コミニティバスで 1 便利⽤できる便

がありました。③系統、「ふれあいの郷」⾏ 
  http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/tiiki/koutsu_kaigi/kaigi29/siryou3.pdf 

 名鉄本線「国府宮」駅 8:57 発、名鉄尾⻄線「森上」駅 9:32 発、「下沼」
バス停 9:50 下⾞。⽇祝⽇運休ですが 24 ⽇は運⾏します。14 ⼈乗ワゴンバスでの運⾏
ですのでご承知おき願います。⼤勢の場合タクシー相乗りをご利⽤下さい。 

 
このバス便は選⼿権クラスの予選に出場には⽀障ありえます。 
１乗⾞２００円 ＪＲ「稲沢」駅は通りません。 
国府宮駅の乗り場は未確認（⼤きな駅なので案内所もしくは案内看板があるはず） 
森上駅のバス乗り場は駅前ロータリー、この系統１本のみのバス停です。 
「下沼」下⾞後そのままバスの進⾏⽅向に前進、２⾞線道路のＹ字路分岐が２度でてきますが、どちらも道
なりに左側前進です。バス停から会場まで１キロ弱、帰りの便はリンク PDF を参照下さい。 
名鉄「森上」駅は有⼈駅、「⼭崎」駅は無⼈駅ですが、券売機も⾃動改札もあります。「⼭崎駅」からだと徒
歩 45 分程度、「森上」駅からより 5 分ほど早いです。しかし道中「森上」駅からだと商店等ありますが、「⼭
崎」駅からだと、飲⾷を満たす商店はほぼありません。 

３． ドーピング規定について単独項⽬で記述 
４． W18A クラスを追加． 
 



【要項】第 11 回全⽇本スプリントオリエンテーリング⼤会 
赤字部分 10 月 29 日修正青字部分 11 月 4 日修正（JOA 公認カテゴリ S 大会） 

開催日 2018 年 11 月 24 日（土）雨天決行・荒天中止 

場所 国営木曽三川公園 ワイルドネイチャープラザ 

    http://kisosansenkoen.jp/ 
 
主催 公益社団法人 日本オリエンテーリング協会 

主管 （有）ヤマカワオーエンタープライズ（YMOE） 

協力 NPO 法人愛知県オリエンテーリング協会、東海中学校高校ワンダーフォーゲル部、宮西山野精図、 

   坂野山遊地図企画、他プロ計時スタッフ 
   ＜国営木曽三川公園は、岐阜・愛知・三重の３県に渡り、13 箇所の公園から構成されています。オリエンテーリングとしては「かさ

だ広場」が最も行事実績があります。今回開催のワイルドネイチャープラザで通常盛んに行われているスポーツとしては“ウィンドサ

ーフィン”、“シクロクロス(自転車)”があります。＞ 

  

会場 ワイルドネイチャープラザ 野外ステージ 愛知県稲沢市祖父江町 

交通 ＜乗用車・タクシー・レンタカー＞ 

東海道新幹線「岐阜羽島駅」から 11 キロ、名神高速道路「岐阜羽島 IC」から 9 キロ、 

    ＜徒歩＞ 

   名鉄尾西線「森上」駅から西へ徒歩 4 キロ。バス便はありません。 テープ誘導は付けません。「森上」駅までの切符

は予めご用意下さい。名鉄「国府宮」「森上」駅から稲沢市市営コミニティバス便あり。「下沼」バス停下車。1 便のみ 

駐車場 ワイルドネイチャープラザ“中央駐車場”を利用して下さい。公園入場料金、駐車場料金とも無料です。 

    http://kisosansenkoen.jp/~wildnature/mwildsisetu.html 
    河畔駐車場・ピクニック広場駐車場は利用しないで下さい。 

      駐車場から会場のステージへはすぐで砂丘の上をそのまま直進して下さい。 

大会公式サイト http://www.orienteering.com/~ymoe/index.html 
 
大会実行委員長･コース設定者 山川克則 

イベントアドバイザー  高村 卓（埼玉県・ＪＯＡ） 

競技責任者  広江淳良（ＪＯＡ） 

運営責任者  平島俊次（ＪＯＡ） 

 
競技形式 ポイントオリエンテーリング スプリント競技 選手権クラスは予選・決勝方式 

競技規則 （公社）日本オリエンテーリング協会が定める「日本オリエンテーリング競技規則」に従う。 

コントロール位置説明 JSCD2008 による。N クラスは日本語説明併記 

地図   縮尺 1:4,000 等高線間隔 2m JSSOM2007 準拠 YMOE 作成 完全ニューマップ 

通過証明 SPORTident 社電子パンチングシステム（SI）使用、 

選手権 A 決勝のみ SPORTident ActiveCard（SIAC／タッチフリー）を使用 

マイカードの使用はできません。Ａ決勝出場者には隔離時に SIAC をお渡しします。 

スケジュール 駐車場開門 8:00 （9:00 までは駐車場待機） 

（予定）  受付開始  9:00～ 

  選手権クラス予選スタート 10:00～ ＜スタートへは 10 分以内を予定＞ 

  選手権クラスフィニッシュ閉鎖 11:30 

  一般・オープン（2 日前までの事前連絡のみ・当日申込無し）スタート 11:30 

        選手権クラス A 決勝出場者隔離 11:45 

  一般・オープンクラスフィニッシュ閉鎖（同表彰） 12:45 

  選手権クラス A 決勝スタート 13:00～ ＜ステージスタート＞ 



   選手権クラス A 決勝クラス表彰・閉会式 14:00 頃 

  選手権クラス B 決勝及びエキシビション（クラブ対抗スプリントリレー）14:20～ 

  フィニッシュ閉鎖 15:30 

         会場閉場 16:00 

服装・用具 使用する靴に特に制限はありません。ピンつきシューズが特に有利になるということもないかと思います。テレイン内に

板で舗装されたエリアがあり、ピン付きシューズの使用を禁止します、服装も常識の範囲内で。 

トレーニングコース 設けません。A 決勝出場者には、隔離中、同様の基準で作成されたニューマップでのウォーミン

グアップトレーニングを用意します。（子供が多いエリアなのでフラッグ無し、全力走行禁止） 

テレイン状況 13 箇所ある国営木曽三川公園のひとつで木曽川左岸に展開する砂丘テレイン。園内の森の中は自然

保護の観点から立入が制限されていて、砂丘および舗装地・芝生地がレースを構成する要素となる。建

物はトイレと管理用の建物のみで少ない。スプリントテレインとしては非常に簡単な部類になるかと思う。 

コース設定にあたって 別掲する事情により次善案としての開催となり、必ずしも高度なスプリント競技が提供できる

テレインであるとは言い難い。そこは点在するブッシュの間や砂丘地内に人為的にテープやコーンで複

数箇所塞ぐなどして、できる限り良質のコースになるよう努める。また砂丘地と舗装地・芝生地のどこを走

るのが速いのかの選択も問うようなコース設定に努める。SIAC 使用であるからこその、そのままスピード

を落とさず進むか、距離の少し短い戻りルートを選ぶか等の課題も混ぜ込む。また選手権クラス予選に

関してはスピード重視の平易なコース設定とする。砂丘地走行の減速具合は朝、中央駐車場から野外ス

テージに直進で移動する際に確認できる。 

クラスおよび参加資格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 優勝設定時間 選手権予選 10－12 分 決勝 12－15 分 その他のクラス 15－20 分 
＊ 年齢は 2018 年度（4 月 1 日～3 月 31 日）内に達する年齢です。 
＊ 選手権クラス（ME,WE）出場への参加資格については JOA の Web サイトを参照下さい。 
＊ 選手権クラスＡ決勝へは予選上位男子 30 名、女子 20 名が進出します。定員割れを起こさないような出場

申込を期待します。 

 

選手権Ｂ決勝 選手権Ａ決勝進出者の隔離が終わった時点で、予選敗退者および一般クラスのフィニッシュ完了者か

クラス 競技者登録 出場資格 クラス 競技者登録 出場資格 

ME（選手権） 必要 男子年齢無制限（有資格者） WE（選手権） 必要 女子年齢無制限（有資格者） 

以下の男子クラスは女子の出場も可能です 以下のクラスに男子の出場はできません 

M21A 必要 19 歳以上 W21A 必要 19 歳以上 

M35A 必要 35 歳以上 W35A 必要 35 歳以上 

M50A 必要 50 歳以上 W50A 必要 50 歳以上 

M65A 必要 65 歳以上 W65A 必要 65 歳以上 

M80A 必要 80 歳以上       

M20A 必要 16-20 歳 W20A 必要 16-20 歳 

M18A 必要 13-18 歳 W18A  必要 13-18 歳 

M15A 必要 13-15 歳 W15A 必要 13-15 歳 

M12 － 12 歳以下 W12 － 12 歳以下 

M10 － 10 歳以下 W10 － 10 歳以下 

MBL － 無制限（やや長い） WBL － 無制限（やや長い） 

MBS － 無制限 WBS － 無制限 

以下のクラスはオープンクラスとなり、当日支払で参加できます。但し 2 日前までに出場の旨の連絡が必要です 

OA － M35 相当 OB － MBL 相当 

N － M12 相当       



ら順次Ａ決勝の地図を配布致します（参加費に込み）。Ａ決勝の観戦のお供にしていただくと共に、閉会

式後に（予定：14:20～15:30 の間）順次フリースタートで同じコースを走ることが出来、計時も致します。計

時対象となるのは全日本スプリント予選･一般クラスに出走した方のみです（遅刻を含む欠場者のこのレ

ースのみへの参加は出来ません）。観戦のみの方は地図を購入下さい。購入した地図ではレースに出場

できません。 

 

エキシビションスプリントリレー 出場できるのは１クラブ 1 チームのみです。クラブを代表するチームを送り出して

下さい。全日本スプリントの申込データをそのまま流用しますので、以下のような縛りを設けます。 

１．“男－女－男”の 3 人１チーム、男子区間に女子が出場するのは妨げない。1 区間の優勝設定は 8－10 分 

２．クラブのステータス（通常の活動具合）は問わないが、少なくともスプリントリレーに出場する３名は全日本スプリント及

びスプリントリレーで同じクラブ名を名乗り、それら全てを一括して申し込むこと。その一括申込の範囲内で当日のメンバー

変更も可能。申込は下記２．の方法のみ 

＊勿論Ａ決勝出場者もスプリントリレーに出場可能です。 

＊スプリントリレー出場者でＡ決勝コースをフリースタートで後走する方は、先にスプリントリレーの方を走

って下さい。 

＊スプリントリレーはタッチフリー形式ではありません。 

 

オープンクラス オープンクラスは当日参加費を支払うことになりますが、申込はメールで申込先に 11 月 22 日までに

連絡してメール受領の返信を受けていることが必要になります。 

表彰 選手権クラスは 6 位まで、その他のクラスは 3 位まで表彰します。オープンクラスの表彰はありません。 

ドーピング検査  本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会です。 

参 加 費   

 
 
 
 
 
 
 
 ＊事前申込の一般区分＆Ｅ・Ａクラスの参加費には、JOA 会員支援金\500 が含まれています。 

 ＊SI カードはすべてレンタルします。マイカードは使用できません。 

        ＊ 紛失した場合、間違えて持ち帰った場合は\7,000 請求いたします。この日の最終のレース終了後必

ず返却してください。 

 ＊オプション料金 プログラム郵送＋300 円 成績表郵送＋300 円 

 

参加申込 １．Japan-O-entrＹでの申し込み＜但しスプリントリレーも一緒に申込む場合は２．の方法で＞ 

   https://japan-o-entry.com にて必要事項を記入して申し込む。複数人（団体）の申込が可能。 

   参加費の振込はサイトの指示に従って下さい（カード決済可能） 

   Web エントリー後、一定期間を経過しても参加費の支払がない場合、サイト規定によって 

   申込が取り消されます。 

  ２．YMOE 社へのメール申込＜スプリントリレーを加えた一括申込はこちら＞ 

  一般 大学生 高校生以下 

ME/WE \4,000 \3,000 \2,000 

A15～クラス \3,000 \2,000 \1,500 

B クラス \2,500 \2,000 \1,500 

12・10･Ｎクラス \1,000 \1,000 \700 

OA・ＯＢ \3,000 \2,000 \1,500 

エキシビションスプリントリレー クラブ代表 1 チームのみ \2,100 



   大会公式サイトより、エクセルシートをダウンロードし、添付でメール送信する。 

   送信先アドレス ymoe.entry@gmail.com 

３．１．２．の方法で申込が出来ない方は、090-8041-4673 まで電話でご相談下さい。その際に郵送し

ていただく住所は下記になります。 

〒503-0994 大垣市綾野町 3504-116 山川克則 

参加費払込先 下記のどちらかにお願いします。振込実行の際の宛名確認をしっかりとお願いします。 

１． 三菱ＵＦＪ銀行八千代支店(店番 612) 普通 1077634  

２． ゆうちょ銀行 10520-5026151＜〇五八支店 ０５０２６１５＞ 

いずれも加入者名は山川克則＜ヤマカワカツノリ＞  

 

申込締切   11 月 6 日（火）送信有効 

 

留意事項 ＊ 事前申込者はスタート時刻を指定します。また欠場の場合の代走出場は認めません。 

＊ 傷害保険には大会主管者は加入しますが額は些少なので怪我に対して十分な補償ではないことを

ご承知おき下さい。心配な方は各自でも加入しておいて下さい。 

＊ 参加者が自分自身および第三者に与えた事故・損傷・損害について、大会主催者はその責任を負い

ません。また、ゴミはすべて持ち帰って下さい。 

＊ 本大会の申込にあたって得た個人情報は、本大会の運営の遂行目的でしか使用しません。但し、主

催者が大会中に撮影した画像や映像を、大会報告や今後の大会企画の活動に利用させていただく

場合がありますこと、ご了解下さい。 

＊ 本要項に記載の事項を変更する場合は、大会 Web サイトに更新情報を掲載するとともに、プログラム

及び大会当日の公式掲示板でお知らせ致します。 

＊ レンタルした SI カードを破損・紛失した場合、返却せずに持ち帰った場合は\7,000 円を申し受けま

す。 

＊ コンパスの貸し出しはありません。販売はあります（¥7,500、サムコンパスです） 

問合先 ：山川克則 電話：090-8041-4673  

メール（申込アドレスと違います）：ymoe●orienteering.com ●=@ 
 

 
 
 
 
 
 

【お詫び】本要項の発⾏が⼤変遅れたことを深くお詫び申し上げます。本件について別⽂書で 11/4
付けで⾒解を述べ経緯の説明を致しましたので、よろしければご⼀読下さい。 

                                      ＜⼭川＞ 

 


