
（オリエンテーリング）プレ全⽇本⼤会（栃木・2017）要項＜JOA 公認カテゴリ S・A＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本大会の開催目的 
・ 全日本大会の改革・復興、真に日本を代表するオリエンテーリング大会となるべく、本番に向けて盛

り上げて行きたい。少しでも多くの選手のステップアップの機会となるべく公認カテゴリ A 大会とし

て本競技会を開催する。 
・ オリエンテーリングは生涯スポーツ、全年齢層のニーズに応えた大会を目指す。学生には一週間後に

控えたインカレへの調整の場とし、またベテランの方にも一年で一番重要な大会である（と位置づけ

て欲しい）6 月の全日本大会本番に向けてのモチベーションアップの機会を提供する。またこういっ

た機会は、本イベント以外にも複数用意する。 
・ 本来、開催の当番であった関東甲ブロックオリエンテーリング推進会議には、JOA 直轄大会となって

も、（全日本開催の受託はしなかったが）運営戦力は出していただく約束になっている。その事前顔合

わせも兼ねて。（関東甲ブロックオリエンテーリング推進会議を同時開催、3 月 11 日夜） 
 

開催期日と種目・内容 （雨天決行） 
 2017 年 3 月 11 日（土）＜競技会・JOA 公認カテゴリ S＞スプリント「矢板運動公園」 
    ＜トレーニング＞ミドルレース・リレートレ・サーキット「番匠峰古墳（南部）」 
 2017 年 3 月 12 日（日）＜競技会・JOA 公認カテゴリ A＞ミドル「矢板片俣」 
    ＜トレーニング＞スプリントレース「矢板運動公園」リレートレ「矢板片俣」 
 
主催：栃木県オリエンテーリング協会 
共催：関東甲ブロックオリエンテーリング推進会議、ヤマカワオーエンタープライズ（YMOE） 
後援(予定)：矢板市、矢板市教育委員会、＜公社＞日本オリエンテーリング協会 

  



集合場所：（両日とも）矢板運動公園（栃木県矢板市幸岡 1955）https://goo.gl/maps/atWuHi9kRh82 
 
公式 WEB：http://www.orienteering.com/~ymoe/index.html（YMOE 社ホームページ） 
 
スケジュール 予定：参加人員数によって若干の変更はあり得ます 

1 日目：平成 29 年 3 月 11 日（土） 
＜公認カテゴリ S＞スプリント＜会場：矢板運動公園相撲場＞  

    11:00～13:00 受付 
    12:00～14:00 公認 S カテゴリ スプリント競技「矢板運動公園」スタート時刻事前指定 
    13:30～15:30 ミドル練習（レース、リレートレ、サーキット）「番匠峰古墳（南部）」 

 2 日目：平成 29 年 3 月 12 日（日） 
＜公認カテゴリＡ＞ミドル・ディスタンス（規定より少し長め＝インカレリレーとミドルの間に照準） 

    ＜会場：矢板運動公園相撲場（前日と同じ）＞  
    9:00～10:30   受付 
    10:00～12:00 ミドル競技「矢板片俣」スタート時刻事前指定 
    12:00～14:00 アフター練習（スプリントレース＜計時あり＞前日とは別コース）、 
           ミドルテレインでのトレーニング：リレートレ等（一部メニューは計時無し） 
    14:00～    トレーニングメンバーで撤収、終了後解散（15:00 メド） 
 
大会会長 岡崎良昭（栃木県協会・会長代行） 
競技責任者（プロデューサ兼任、コース設定者）山川克則（栃木県協会・YMOE 社） 
運営責任者 荻田育徳（栃木県協会） 
大会コントローラ 藤井範久（茨城県協会） 
競技規則 日本オリエンテーリング協会（JOA）競技規則、及び公認大会実施規準に則って行います。 
 
クラス・参加費：【スプリント】3 月 11 日 

クラス 参加費 

男性 女性 
参加資格 

ＪＯＡ 

競技者登録 

優勝時間 

設定 

マイ 

SI カード 

カードレンタル 

事前振込 

カード持参 

事前振込 

カードレンタル 

当日支払 

カード持参 

当日支払 

M15 W15 中学生以下 要 15 分 可 \1,500 \1,300 \1,800 \1,600 

M20 W20 20 歳以下 要 15 分 可 \2,000 \1,800 \2,300 \2,100 

同生徒 同生徒 高校生以下        \1,500 \1,300 \1,800 \1,600 

M21 W21 年齢制限無し 要 15 分 可 \2,500 \2,300 \2,800 \2,600 

同学生 同学生 浪人は学生に順ずる       \2,000 \1,800 \2,300 \2,100 

同生徒 同生徒  高校生以下       \1,500 \1,300 \1,800 \1,600 

M35 W35 35 歳以上 要 15 分 可 \2,500 \2,300 \2,800 \2,600 

M50 W50 50 歳以上 要 15 分 可 \2,500 \2,300 \2,800 \2,600 

M65 W65 65 歳以上 要 15 分 可 \2,500 \2,300 \2,800 \2,600 

open (当日用) 年齢制限無し 不要 15 分 不可  ---  --- \2,800 \2,600 



・ JOA 会員支援金¥500 を含みます。 
・ 年齢は平成 28 年度内に到達する年齢（2017 年 4 月 1 日時点での年齢） 
・ 女性は男性のクラスへ参加可能です。 
・ アフターメニュー（トレーニング）は、地図 1 枚につき、一般 300 円、学生・生徒 200 円です。当日

のお支払い。 
【ミドル】3 月 12 日 

クラス 参加費 

男性 女性 
参加資格 

ＪＯＡ 

競技者登録 

優勝時間 

設定 

マイ 

e カード 

カードレンタル 

事前振込 

カード持参 

事前振込 

カードレンタル 

当日支払 

カード持参 

当日支払 

M21E W21E 有資格者 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

同学生 同学生 大学生（浪人含）        \3,000 \2,700 \3,400 \3,100 

M10 W10 10 歳以下※ 要 35 分 可 \1,800 \1,500 \2,200 \1,900 

M12 W12 11～12 歳※ 要 35 分 可 \1,800 \1,500 \2,200 \1,900 

M15A W15A 13～15 歳※ 要 35 分 可 \2,300 \2,000 \2,700 \2,400 

M18A W18A 16～18 歳※ 要 35 分 可 \2,300 \2,000 \2,700 \2,400 

M20A W20A 19～20 歳 要 35 分 可 \3,000 \2,700 \3,400 \3,100 

同生徒 同生徒  高校生       \2,300 \2,000 \2,700 \2,400 

M21A W21A 19 歳以上 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

同学生 同学生 大学生（浪人含）        \3,000 \2,700 \3,400 \3,100 

M35A W35A 35 歳以上 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

M40A W40A 40 歳以上 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

M45A W45A 45 歳以上 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

M50A W50A 50 歳以上 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

M55A W55A 55 歳以上 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

M60A W60A 60 歳以上 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

M65A W65A 65 歳以上 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

M70A W70A 70 歳以上 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

M75A W75A 75 歳以上 要 35 分 可 \3,800 \3,500 \4,200 \3,900 

MB WB 制限無 不要 35 分 可 \3,000 \2,700 \3,400 \3,100 

同生徒 同生徒 中高校生 -- -- -- \2,300 \2,000 \2,700 \2,400 

OME OWE ※※   35 分 可 \3,300 \3,000  ---  --- 

同学生 同学生         \2,500 \2,200  ---  --- 

OA   当日参加クラス 不要 35 分 不可  ---  --- \4,200 \3,900 

OB   当日参加クラス 不要 35 分 不可  ---  --- \3,800 \3,500 

・ JOA 会員支援金¥1,000 を含みます。             ＜赤字追加訂正部分＞ 
・ 年齢は平成 28 年度内に到達する年齢（2017 年 4 月 1 日時点での年齢） 
・ 女性は男性のクラスへ参加可能です。 
・ 競技規則ガイドライン 5.2.1 に基づき、参加人数の少ない隣接クラスは統合することがあります。 
・ M/W18 以下のクラス（※）ひとつ上のランクのクラスに参加することもできます。 



・ OME／OWE クラス（※※）すでに本年 6 月開催、第 43 回全日本大会 M21E･W21E の出場資格を得

ている方の為のクラスです。全日本大会の改革の一環として、全日本大会をより盛り上げるため、で

きるだけステップアップの機会を短期間でできるよう、より多くの選手で全日本チャンピオンを競え

るようにという意図です。M21E、W21E と同じコースを、競技の公正さを阻害しないスタート枠で

開設します。 
・ アフターメニュー（トレーニング）は、地図 1 枚につき、一般 300 円、学生・生徒 200 円です。当日

のお支払い。 
 
計時器具：スプリント（両日とも）SI、ミドル（両日とも）emit 社の e-card 
     バックアップ計時は両日とも、レシート出力付きストップウォッチ 
 
地図：スプリント（両日とも）「矢板運動公園」 縮尺 1:4,000 等高線間隔 2.5m   JSSOM 規定 
 ＜スプリントテレイン情報＞矢板運動公園内がテレインとなります。大きな意味では比高の低い尾根の先

端部分を運動公園に造成し、各種スポーツが行えるようになっています。比較的簡単なテレインで、ルート

チョイスも大きく悩むようなことはありません。すばやい判断力と、登坂力含めた体力を問うようなコース

となることでしょう。スプリントでは、ヤブや走りにくい地面の所は使いませんので、早く走るための装備・

服装で走ることをお勧めします。（靴の種類の制限はありませんが、より速く走ることができる靴を推奨しま

す。） 
ミドル 
（11 日）「番匠峰古墳（南部）」（12 日）「矢板片俣」 縮尺 1:10,000 等高線間隔 5m JSOM 規定  
 ＜ミドルテレイン情報＞競技で使用するテレインは 第 32 回全日本大会（2006/3/26）で使用された「前

高原」の一部（日本学連のリザーブテレイン）「矢板片俣」をリメイクしたものです。標高 200-300ｍに位

置する里山を中心としたテレインで、いくつかの山塊の間に耕作地・ 民家が存在しています。山林内はなだ

らかで走行可能度の良い針葉樹林のエリアが大部分を占めていますが、走行可能度の悪いエリアや細かい地

形の箇所も部分的に見られます。また、テレイン内には複雑に小径・小道等が発達しています。近隣の矢板

テレインと同様、如何にヤブをうまくさけて、あるいは果敢に突っ込むか、戦略的なルートチョイスをとれ

るか、加えて基本的な地形読みができているか、まさにオリエンテーリングのピュアな実力が問われるテレ

インで珠玉のコースを提供します。肌を露出しない服装で走ることを強く推奨します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



プログラム：冊子は発行しません。本大会 web にてご案内致します。 
表彰：本大会では表彰はありません。 
 
申込：本大会 WEB サイトより、申込書（excel ファイル）をダウンロードの上、メール添付で送信して下さ

い。(ネットが使えない方は電話で問い合わせいただき（必要事項を連絡いただき）、上記区分(当日支払)のカ

テゴリで当日参加費をお支払い下さい。 
 
メール送信先 ymoe.entry●gmail.com ●=@  
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 

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 

締切 2017 年 2 月 27 日（月）  

その他： 
・ 本大会のトレーニングイベントは設けません。というか本大会の中のアフターイベントとして同じテレイン

に入ってのトレーニング機会を設けています。来るべき全日本大会やインカレへのステップアップ・調整の

機会として本大会に対峙して下さい。現在のところ、JOA 強化委員会、早大 OC より合宿参加の申し出を

いただいております。他の団体様にも同様合宿としての参加も歓迎致しますので、お問い合わせ・ご照会下

さい。 
・ 主催者は本大会期間中、傷害保険に加入します。しかし、最近大幅に補償額ダウンの方向で見直しがありま

した。主催者加入の保険ではわずかな補償しかありませんので、各自で対策を取られることをお勧めします。

また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。 
・ 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。 
・ 多くの練習メニューも走るつもりの方は、備考欄にその旨お書き下さい。事前にスタート時刻を指定する競

技会部分について、スタート時刻を早める等の配慮をします。 
・ 本大会では、日本オリエンテーリング協会ドーピング防止規定が適用されます。 
・ レンタルした計測機器を破損・紛失した場合、SI カードは 6000 円、e-card は 8500 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） 

  
問合せ先：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 ●=@ 
 

平成 29 年 1 月 25 日発行 
平成 29 年 2 月 16 日一部加筆訂正 



第 43 回全日本大会 2017 年 6 月 18 日（日）概要 
 開催地：栃⽊県⽮板市「⽮板⽇新」「⽮板⼭⽥」拡⼤リメイク 
 会場（予定）：⽮板市⽴⽮板中学校 （JR ⽮板駅より徒歩 20 分、プログラム地図で道案内） 
 
全⽇本⼤会が変わります。 
 今まで、各県持ち回りで開催してきたロング種⽬の全⽇本⼤会、それがとうとう引き受け⼿がなくなる事態となってしまい
ました。本来ならその名の通り、⽇本で⼀番オリエンテーリングが強い者を決める年間最⼤のナビゲーションスポーツの⼤本
⼭であるべき⼤会です。今までも私は地図作成のプロとして、何回か全⽇本⼤会にもお助けマンとして関わってきました。地
⽅協会丸投げのこの⼤会は問題点を多々感じた⼤会であることは確かで、またその中で私もうまく動けていないことも確かで
したが、所詮便利屋的関わりでは外部扱いで改⾰するところまでは⾏きつけませんでした。その⼤本営の⼤会が開催されない、
開催できないということは、わが国のオリエンテーリングの浮沈に関わる問題、私が耕した実りが、後進達にとって荒れ野原
になるに等しいことと思い、全⽇本⼤会を継続して開催できうるスキームを構築するために、第２次のワーキンググループに
⼊り、その中で中央直轄制の⼤会に変えることを訴え、プロデューサ公募に応え、そして採⽤され、JOA 内部に切り込み⼤ナ
タを振るう⽴場をえました。相変わらず私⾃⾝は何から何まで忙しい⽴場には変わりがないので、批判もいっぱい受けるだろ
うし、⾊々な⽅に迷惑も掛けるでしょう。でも問題点を分析するに、この改⾰は私しかでき得ない、それも確かなことだと思
っての⾏動です。今までは問題があってもそれを受けとめる⼈さえいなかった。私も誰にモノを⾔えばよかったのか？ 誰も
責任とらなかった。私は責任とります、といって応募に応えました。私の任期は 2 年です。私はさんざん批判をされて成⻑し
てきた⼈物、今でもきっと誰にとっても批判しやすい⼈でしょう（と、思いたい）。この 2 年の間に⾊々な⼈の意⾒に⽿を傾
け、そして⽿を傾けるだけでなく、批判されても、障害があってもそれを乗り切って改⾰をやり切る、そんな中で真に⽣涯ス
ポーツとして（そしてはまるとこんな⾯⽩いスポーツはない）オリエンテーリングを未来も続くように、若いプロデューサに
バトンタッチできたら良いなと考えています。 
 
まずやるべきことは、“財務改善”、そのための集客構造から。 
 全⽇本⼤会がタダの⼀⼤会にならず、本当の意味でこの国を代表するにふさわしい⼤会となるよう、それにふさわしい⼈材
を充て、きちんとコントロールされた⼤会を⽬指します。プランナーはナショナルチームのコーチでもある吉⽥勉⽒、メイン
マッパーは気鋭の⻄村徳真⽒を起⽤。その他要所にわが国を代表する熟練運営者を配置しますので、運不運なく純粋にオリエ
ンテーリング競技（インカレと同様）に向き合える環境を提供します。財務改善を図りながらも、できる演出、MC 実況は⾏
います。昨今枝分かれした競技（ロゲ、ウルトラ、OMM 的な⽅？）ナビゲーションスポーツの⽅が百花楼蘭です。その本家、
つまり⼟台となるスポーツがオリエンテーリングといっても良いでしょう。それが今開催の危機に瀕して⽴て直し中という状
態です。ナビゲーションが必要なあらゆるスポーツを愛好する⽅、この⽇は本家の⽇本を代表する⼤会「全⽇本オリエンテー
リング⼤会」を楽しみましょうよ。より受け⽫を広くという思いで、オリエンテーリングのＢクラス程度で⻑い距離を⾛る UOL
（20km）、UOM（10km）というクラスも設けます。このクラスはオリエンテーリング競技者登録不要です。また、競技者登
録をして、21A で他流試合に挑むのも⾃分の経験値を広げることにきっと役⽴つでしょう。その世界での先達者であるオリエ
ンテーリング出⾝の、村越真、⽥島利佳、⼩泉成⾏各⽒もこの⽇はオリエンテーリングに出ると⾔っております。（本⼈確認済） 
 事前広報もプログラムも、もっと（あらゆる年代の）選⼿のモチベーション up に働きかけるものであるべきです。 
 財務改善の内容は殆ど書いていませんが、これは内部努⼒の⽅で強くリーダーシップを発揮します。その中でやれることを
やって継続基調にもちこむ、それがこの⽂章（演説）で訴えたいことです。 
 
 もっと練習しましょう。 

ステップアップの機会に貪欲になりましょう。ライバルと相まみえる機会を増やしましょう。私の全⽇本⼤会の改⾰は、こ
んなことも取り組みの⼀環です。このプレ全⽇本⼤会の他、私が耕したオリエンテーリング環境（そしてヤマカワハウス）周
辺では、以下の機会を⽤意しています。 
 2/4 ⼭川 Dream＃３（塩⾕熊ノ⽊） 2/5 ⼭リハ（塩⾕熊ノ⽊） 2/26 ⼭川 Dream＃４（塩⾕⽥所） 3/11-12 プ
レ全⽇本 4/7 ⼭川 Dream＃５（⽇光所野） GW にも何か、そして各団体がそれぞれに練習会や合宿を企画（外部参加
OK なのもあり） 近隣のテレインでこれだけの練習ができる。これも私が⽬指すオリエンテーリング環境。 
    


