
【要項】クラブカップ 7 人リレー2019 前日大会スプリント大会兼第 11 回山スペ 

（JOA 公認カテゴリ S 大会） 
開催日 2019年 9月 14日（土）雨天決行・荒天中止 

場所 岐阜県大垣市上石津町時地区 

主催 岐阜県オリエンテーリング協会 

共催 （有）ヤマカワオーエンタープライズ 

会場 えぼしふれあい会館 大垣市上石津町下山 2862-1 

交通 ＜乗用車・タクシー・レンタカー＞名神高速道路「関ケ原 IC」、東海環状自動車道「養老ＩＣ」より案内 

    ＜バス＞JR大垣駅より「多良・時」行バス終点下車（所要 70分 1180円）、目の前が会場 

駐車場 近隣の場所に用意 

大会公式サイト http://www.orienteering.com/~ymoe/event/2019/yamaspe 

 

大会プロデューサ･コース設定 山川克則 

競技責任者 橋本八州馬（岐阜県協会） 

イベントアドバイザー 中田茂夫（岐阜県） 

 

競技形式 ポイントオリエンテーリング スプリント競技 

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。 

地図   縮尺 1:4,000 等高線間隔 2m JSSOM2007準拠 YMOE作成 2017年度インカレスプリントテレイン 

通過証明 emit社製 e-card使用、リフトアップスタート方式、マイカード使用可能 

スケジュール 集落内を公共バスが通らない 12:30～14:40の間に行うレース 1本のみとします。 

（予定）  受付開始  11:30～ 

  スタート 12:40～13:50 ＜スタート・フィニッシュは会場内＞ 

  フィニッシュ閉鎖 14:40 

         会場閉場 15:30 

服装・用具 使用する靴に特に制限はありません。服装も常識の範囲内でおねがいします。 

トレーニングコース 設けません。 

事前設置クラス 

      

 男性 女性 年齢制限 競技者登録  

 M21 W21 無制限 

必要 

 

 M35 W35 35 歳以上  

 M50 W50 50 歳以上  

 M65 W65 65 歳以上  

 M75 W75 75 歳以上  

 M20 W20 19～２０最  

 M18 W18 16～18 歳  

 M15 W15 13～15 歳  

 M12 W12 12 歳以下 
不要 

 

 Ｂ 無制限  

      

 

 

http://www.orienteering.com/~ymoe/event/2019/yamaspe


  

＊ 参加資格：公認 S対象クラスは JOA競技登録者。 

＊ 年齢：2020年 3月 31日に達する年齢。 

＊ 女子の男子クラスへの出場は妨げません。 

＊ 18歳以下の方は一つ上のクラスに希望すれば出場できます。 

＊ M21，W21クラスが令和元年 11月 16日に福島県で開催される第 12回全日本スプリント・選手権クラ

ス出場のための予選クラスとなります。優勝者タイムの 130%以内のタイムを出した選手に出場資格

が与えられます。 

＊ 市街地開催がゆえ、コース統合を大胆に行いコース数は大幅に減じます。またエントリー

が少数の場合はクラス統合を行います。 

オープンクラス ＯＡ，ＯＢ、事前申込で運営稼動可能な時間枠で受入可能数のみとします。当日受付。 

        初心者の方に適したクラスはＢ，ＯＢとなります。 

 

表彰 当日はなし。オープン以外の各クラス３位以内の方に翌日の CC7会場で山スペ恒例の記念品贈呈 

参加費  高校生以下 1500円、大学生 2000円、一般 2800円、 

レンタル e-card＋300円、当日＋500円 

＊ 事前申込の一般区分の参加費には、JOA会員支援金\500が含まれています。 

＊ 第 11 回全日本スプリント 6 位以内、2018 年アジア選手権スプリント競技 6 位以内、前回山スペチャ

ンピオンを無料招待選手とします。下の２)のメールの方法で出場意思のみご連絡下さい。また招待

者においてもＪＯＡ会員支援金の 500円はご負担下さい。（該当年齢区分の方のみ） 

＊ 本大会出場者は、翌月下呂で行われる 2 日間大会の参加費割引サービスを行います。割引内容の

詳細は下呂 2 日間大会要項をご覧下さい。（本大会参加者には下呂大会の参加費 500 円程度割引

を考えています。） 岐阜県オリエンテーリング協会が今後展開する各イベントにもご注目下さい。あ

なたの参加スケジュールに是非加えて下さい。 

参加申込 １）Japan-O-entrＹでの申し込み 

   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（クレジットカード決済可能） 

   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 

   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。 

          もしくは必要内容をメールする。 

   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：２）・３）の場合） 下記のどちらかにお願いします。 

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   8月 26日（月）送信有効 

https://japan-o-entry.com/
mailto:ymoe.entry@gmail.com


【大会 PR】岐阜県協会がお贈りする秋の 2 日間大会 at 下呂市萩原四美の森 南飛騨健康増進センター 

令和元(2019)年 10 月 19 日（土）下呂市オリエンテーリング大会 

10 月 20 日（日）第 61 回中日東海ブロック大会（第 33 回ねんりんぴっく岐阜リハーサル大会） 

 

第 33 回ねんりんぴっく岐阜大会 2020 年 11 月 1 日（日程調整中） 

岐阜県オリエンテーリング協会 http://www.orienteering.com/~gifu/ 

 

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が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 e-card を破損・紛失した場合は\8,500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）：rmo-s.yamakawa@nifty.com 

 

 

【招待選手】＜敬称略＞ 

 

第 11 回全日本スプリント 上位 6 名 

 結城克哉、森清星也、伊藤 樹、種市雅也、橘 孝祐、松下睦生、松尾怜治 

 増澤すず、伊部琴美、佐野萌子、加納尚子、勝山佳恵、小竹佳穂 

 

2018 年アジア選手権・スプリント競技 6 位以内 

 尾崎弘和、谷川友太、上島浩平、（森清星也）、片岡佑太、北見 匠、寺嶋謙一郎 

 出田涼子、（伊部琴美）、宮本和奏、青代香菜子 

 

第 10 回山スペ優勝者 

 細川知希、小野澤清楓 

 

以上 24 名、 

 

※招待者もエントリーを提出して正式受理となります。招待者はエントリーの際は JOY 経由でなく、直

接メールを ymoe.entry@gmail.comまで下さい。その際、申し訳ございませんが、公認大会に課せられる

組織支援金（\500）は大会主催者が負担すべきものではありませんので、事前・当日どちらでもよい

のでお支払い下さい。（大学生以下は組織支援金対象外です。大学院生は支払いが必要です。） 

 詳しくはエントリーシート内でご説明します。個人で事前に金銭やりとりのないメール申込の場合は

当日支払いで構いません。 

 

 

 

 

http://www.orienteering.com/~gifu/
mailto:rmo-s.yamakawa@nifty.com
mailto:ymoe.entry@gmail.com

