平成３０年度 第２７回全日本リレーオリエンテーリング大会 開催要項

平成 30 年 11 月 4 日（日） 雨天決行・荒天中止
福井県あわら市 トリムパークかなづ及び周辺地区
トリムパークかなづ 多目的体育館
10 時 30 分
公 共：JR 芦原温泉駅、東口より 1.4Km、徒歩で約 20 分
自動車：北陸自動車道「金津ＩＣ」より車で約 10 分、「丸岡ＩＣ」より車で約 20 分
競技形式 リレーオリエンテーリング（1 チーム 3 名）
競技規則 「日本オリエンテーリング競技規則」による
地
図 縮尺 1: 10,000、等高線間隔 5m、走行度 4 段階表示、ISOM2017 準拠
チェック方式 SPORTident 社製電子パンチシステム
開催期日
競技場所
競技会場
競技開始
交通機関

主
主

催 公益社団法人日本オリエンテーリング協会（JOA）
管 福井県オリエンテーリング協会
総務責任者：宇野 信彦
運営責任者：林 博
競技責任者：三上 雅克 コース設定者：三上 雅克
大会コントローラ：平島俊次
後
援 スポーツ庁、(公財)健康・体力づくり事業財団、(公財)日本スポーツ協会、
福井県、福井県教育委員会、あわら市、あわら市教育委員会 (以上、申請予定)
協
力 北信越オリエンテーリングクラブ連絡協議会、金沢大学オリエンテーリング部（予定）
協
賛 株式会社ニチレイ
大会ウェブサイト
http://www.orienteering.or.jp/jroc/2018/
テレインプロフィール
全日本、インカレロングを開くなど福井が誇る唯一の良テレイン。 標高 10～170m と比較的
低山の里山テレインで、周辺の平地には、田畑のほか果樹園も多く見られます。会場周辺はなだら
かですが、複雑な地形と不明瞭な植生の連続によりナビゲーションが難解なエリアです。概して会
場から離れたエリアは急斜面の尾根・沢が多く、小径などはあまりありませんが、間伐事業による
林道が迷路状に巡っており、ルートプランを悩ませることになるでしょう。植生に関しては全体を
通して見通しの良い杉林が見られますが（2～3 割程度）
、大半は雑木林のため植生の変化に富んで
います。 永久柵の設置、林道の拡張など大会を開くたびに大きな変化を見せるこのテレイン、今
年も何らかの変化があるようで、単なるリメイクマップとはならないようです。お楽しみに。
参加規定 １.選手権クラスへの参加は、JOA 加盟の都道府県協会（以下「正会員」）とします。
２.選手権の各クラスへ、1 正会員から複数チームが参加できるものとします。
３.参加選手は、当該会員に競技者登録（ふるさと登録含む）したものに限ります。
４.会員選手団の構成は、団長、監督、及び選手とし、相互に兼ねることができます。
５.補欠選手は、各クラス 2 名以内とします。ただし、同一クラスに複数のチームが参加する場合
は、チーム数に相当する人数までを複数チームに共通の補欠として登録することができます。
チームの欠員の補充は同一クラスの他のチームおよび補欠登録された選手からのみ可とします。
６.正会員が単独でチームを構成できない場合、同一ブロック内もしくは隣接する複数の正会員に
よる連合チームも参加できるものとします。但し、当該クラスに対して単独でチームを編成して
いる正会員はそのクラスに対して連合チームの一員となることはできません。
７.正会員ではない都道府県協会からは、選手権クラスへの参加は認められません。但し、正会員で
ない県に所属する競技者は同一ブロック内に属する正会員または隣接する正会員に所属するも
のとして参加することができます。

選手権クラス
クラス名
ME
WE
MS
WS
MJ
WJ
MV
WV
XV

男子日本選手権
女子日本選手権
シニア男子選手権
シニア女子選手権
ジュニア男子選手権
ジュニア女子選手権
ベテラン男子選手権
ベテラン女子選手権
スーパーベテラン選手権

XJ

リトルジュニア選手権

年齢構成
年齢制限なし
年齢制限なし
35 歳以上
30 歳以上
21 歳以下
21 歳以下
50 歳以上
45 歳以上
男子 65 歳以上
女子 50 歳以上
15 歳以下

優勝設定時間

１３５分
１２０分
１３５分
１２０分
１３５分
１２０分
１３５分
１２０分
１２０分
８０分

注）
１.年齢は平成 31 年 3 月末までに達
する年齢です。
２.女子選手は、M クラスにも出場
できますが男子選手と同じ年齢構
成とします。
３. XV 及び XJ クラスは年齢を満た
していれば性別に関係なくチーム
が組めます。
４．優勝設定時間は変更する場合が
あります。左記表中の時間は、各
走区最速所要時間の合計です。
５．各チームは 3 名で構成されます。

参加申込（必ず下記手続き順に従って申込んでください。）
(１)選手権申込：JOA から各正会員に送付される所定の様式により下記期限までに申込・問合先へ提出して
ください。また同時に参加費を納入してください。
出場クラス登録期限：平成 30 年 10 月 4 日（木）必着
連合クラス登録期限：平成 30 年 10 月 11 日（木）必着
選手登録期限
：平成 30 年 10 月 11 日（木）必着
参加費納入先 ：郵便振替口座番号 ００１３０－８－８１５７３
加入者名 オリエンテーリング大会事務局
通信欄に都道府県名と参加クラスおよびクラス毎の参加チーム数を記入してください。振込手
数料は払込人が負担してください。 (青色の払込取扱票使用)
(２)走順登録：
「走順票」は大会ウェブサイトに掲載いたしますので、下記期限までに申込・問合先へ提出して
ください。
走順登録期限 ：平成 30 年 11 月 1 日（木） 正午 必着（厳守）
上記期限以降の走順変更は事故や疾病などの理由以外認めません。事故・疾病などにより変更
が必要な場合は監督が理由を明記し証明書類添付の上、大会本部に届出てください。走順登録
提出のない場合は、プログラムの記載順とします。
申込・問合先：〒150-8050 東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内
（公社）日本オリエンテーリング協会「全日本リレ－大会」係
TEL 03-3467-4548 FAX 03-3467-4549 E-mail entry@orienteering.or.jp
参加料：XJ クラス以外 1 チーム 12,960 円（4,320 円×競技人数 3 名）
XJ クラス
1 チーム 6,480 円（2,160 円×競技人数 3 名）
※納入された参加料は、いかなる場合も返金しません。
※消費税を含みます。

開会式 テクニカルミーティング
主催者・来賓等挨拶、優勝旗・優勝杯の返還、選手団紹介、選手宣誓、競技説明、質疑等
期 日 平成 30 年 11 月 3 日（土）15 時～17 時（予定）
会 場 福井県あわら市 トリムパークかなづ
交 通 公 共：JR 芦原温泉駅、東口より 1.4Km、徒歩で約 20 分
自動車：北陸自動車道「金津ＩＣ」より車で約 10 分、「丸岡ＩＣ」より車で約 20 分
＊13 時から JOA との対話集会及び JOA 功労者表彰式開催予定。
トレーニングコース
福井県オリエンテーリング秋季・練習会（主催：福井市オリエンテーリング協会）
テレインの状況、地図の縮尺はリレー大会とは異なりますが、自由に練習ができます。体慣らしにどうぞ。
期 日 平成 30 年 11 月 3 日（土）10 時～16 時（予定）最終受付 15 時
会 場 福井県あわら市 県立芦原青年の家 第 2 駐車場集合 常設コース（施設利用者用施設）
地 図 縮尺 1: 3,000、等高線間隔 2m、走行度 4 段階表示、JSOM2007 準拠 最大高低差 25m

参加費 地図代 500 円（受付で係員に当日支払・事前申込不要）
、15 ポスト印刷済み
競技方法 常設のパンチ付ミニポスト 15 個を利用して、標準コース、各自の自由設計コース、場合により
チームでお互いにコースを設定し合って、随時スタートで自由に練習を行うことができます。
交 通 自動車：北陸自動車道「金津ＩＣ」より車で約 15 分、芦原温泉より車で約 10 分
表彰式
表彰は、大会当日競技会場にて行います。
１. クラス表彰
ME、WE クラス優勝チームを日本選手権者とし、上位 6 位までを表彰します。他のクラスは上位 3 位
までを表彰します。
２. 団体総合表彰
都道府県ごとに ME および WE クラスの得点と、その他のクラスの内で成績の良い 4 クラスの得点と
を合計し、一番高い得点の都道府県を総合優勝として優勝旗と優勝杯を授与し、6 位までを表彰します。
３. 得点の計算方法
ME 及び WE クラスは 1 位を 9 点とし、以下 1 点ごと減点し 9 位を 1 点とします。他のクラスは 1
位を 6 点とし、以下 1 点ごと減点し 6 位を 1 点とします。同一会員から複数チームが出場するクラス
では、最上位チームのみに得点を与えます。得点対象外のチームの順位は詰めて計算します。複数会員に
よる連合チームには、獲得得点を構成する会員数で割った点数をそれぞれに与えます。
最終エントリ（走順提出）時点での得点対象チーム数が 6 未満（ME、WE クラスは 9 未満）の場合は、
そのチーム数を 1 位の得点とし、以下 1 点ごと減点します。
また上記により、得点をえられなかった会員に対して、競技時間（プログラムに記載予定）内で正規に継
走し、完走したチームには 1 点が与えられます。
服装・靴等 長袖・長ズボンを推奨します。
留意事項
・申込方法、期限、様式は必ず守ってください。
・申込については、別途配布する申込補足も参照ください。
・大会プログラムは、大会ウェブサイトに掲載いたします。紙版プログラムは開会式会場および大会会場に
て配布いたします。送付を希望する場合は、別途料金（送料共１部 300 円）と共に申込時に JOA 事務局
までにお申し込みください。
・会場までのアクセスについては、プログラムでご案内いたします。
・行事賠償責任保険および傷害保険は主催者で加入しますが、限度がありますので、各自加入してください。
・大会への参加は、自分自身の健康状態を十分に考え、絶対に無理はしないこと。また、参加者が自分自身
あるいは第三者に与えた損傷、損害、損失については、主催者・主管者はその責任を負いません。
・本大会参加予定者の当該地域へのオリエンテーリング目的での事前立入を禁止します。
・SI カードは主催者で準備をします。個人のものは使用できません。
・会場・テレイン内はすべて禁煙、火気厳禁です。
・大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・ビデオ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は、
主催者に属します。
・ドーピング検査を実施する可能性があります。検査対象になった参加者は役員の指示に従ってください。
ドーピング検査に関する詳細は、以下のアンチ・ドーピング委員会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.orienteering.or.jp/AD/
その他
・詳細は大会ウェブサイト、または大会プログラムをご参照ください。
・宿泊について 大会ウェブサイトにおいて、詳細が確定次第掲載いたします。

一般クラス
クラス名

選手権相当クラス

一般男子
一般女子
MIX-L
MIX-S

MS
WS
XV
XJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

参加資格

優勝設定時間

制限なし
女子のみ
女子のみ、60 歳以上の女子と 18 歳以下の男子の混合
女子のみ、60 歳以上の女子と 18 歳以下の男子の混合、
18 歳以下の男子のみ、60 歳以上の男子のみ

１３５分
１２０分
９０分
８０分

年齢は、平成 31 年 3 月 31 日までに達する年齢です。
優勝設定時間は変更する場合があります。上記表中の時間は、各走区最速所要時間です。
参加には競技者登録は不要です。
MIX-S クラスは、年齢資格を満たせば男性のみの構成でも参加可能です。
各チームは 3 名で構成されます。
上位 3 位まで表彰いたします。

参加申込締切 平成 30 年 10 月 11 日（木）必着
参加料 1 チーム 9,720 円です。(3,240 円×競技人数 3 名) ※消費税を含みます。
申込先・問い合わせ先等は、選手権クラス(1P~3P)を参照願います。

一般クラス 申込書
競技者登録番号又は生
チーム名
（８文字以内）

参加希望
クラス

参
加
者
名

氏名
年月日を記入
１
２

所属会員

３
住所 〒

連絡先
氏名
所属会員先であ
れば、記載不要

電話

E-mail

