
                日間大会 日間大会 

近江 国近江 国                     

    大会    大会
    直前      同 滋賀県  2⽇間⼤会

全国屈指 難     ⾼速 制         ！
前⽇  全⽇本         公認B          （京都OLC）
＊⾚⽂字 変更部分   

第33回                    ⼤会要項Ver.2
開催⽇ ２０１７年２⽉ １９⽇（⽇） ⾬天決⾏ 荒天中⽌
会 場 滋賀県湖南市⾬⼭⽂化運動公園 研修館
主 催 滋賀県オリエンテーリング協会
主 管 安⼟ UK
後 援 滋賀県、滋賀県体育協会、湖南市教育委員会、栗東市教育委員会
協⼒ 琵琶湖カントリー倶楽部
実⾏委員⻑ 古津和夫
運営責任者 ⽊俣 順
競技責任者 平島俊次
コース設定者 ⽟⽊圭介
地 図 縮尺 1:10,000（⼀部クラスは 1:7,500） 等⾼線間隔 5ｍ JSOM準拠

「⽯部・⾬⼭」(2015 年 11 ⽉滋賀県オリエンテーリング協会作成)の拡⼤リメイク
交 通 JR：⽯部駅から徒歩 20 分

デマンドバス約 5分（希望者は予約必要です。申込時にバス利⽤を明記して下さい。）
⾃動⾞：名神⾼速道路湖南 IC から約 15 分

受付時間 （予定） ９：００〜
スタート時刻 （予定） １０：００〜
競技形式 リレー：３⼈によるポイントＯ形式のリレー 個⼈：個⼈競技、⼀⻫スタートによるポイントＯ
★コントロール通過記録 Sport Ident 社製 SI カードを使⽤します。（マイ SI カード使⽤不可。）
⼤会WEB サイト：http://shigaorien.nomaki.jp/index.html

http://shigaorien.nomaki.jp/index.html


     情報 
今回のテレインは、2015年度全日本リレー大会のトレコースとして（前日のみ）公開した地図の範囲

を 2倍以上拡大したものとなっています。トレコース利用者はそれほど多くなかったので、ほとんどの

人にとっては全くの新規テレインといえます。

テレイン全体の比高は 80ｍほどありますが、主要部分は比高 40ｍ以下です。その部分は起伏が少ない

にもかかわらず地形が複雑で、道もほとんどなく、走行可能度は良いのですが中低木により適度に見通

しがさえぎられる、高難度のテレインとなっています。地図をしっかりと読まないと簡単に現在地を見

失ってしまう可能性があります。試走したスタッフの間では本場スウェーデン南部のテレインを走って

いるみたいだとの声も上がるぐらい近隣の難テレイン「希望が丘」、「源内峠」等に勝るとも劣らない高

レベルなテレインです。

植生は典型的な里山の植生で、マツとナラが枯れたあとの倒木・落枝が見られる雑木林、竹林、あま

り手入れされていないヒノキ人工林などが混在しています。コースとして使用する部分の走行可能度の

面積比率は、おおむねＡ：Ｂ：Ｃ：Ｄ＝50：40：10：ほとんどなし です。

【コース情報】

上記のように難易度が高いテレインですので、特に上位クラスにおいてはオリエンテーリングの本質

を問うコースとなっています。過度に難しくならぬよう配慮していますので、しっかりと集中できてい

るときは実に快適にスピードレースが楽しめますが、集中が切れた瞬間には快走が迷走にかわる、そん

なコースとなっています。一方、Ｂクラス以下は難易度を下げたコースとなっていますので安心してご

参加ください。

【服装・靴】
寒さとイバラ対策に⻑袖⻑ズボンの着⽤を強くすすめます。シューズの制限はありません。
     （備考欄の＊印は 1：7500、それ以外は 1：10,000予定）

クラス 性別 年齢 備考
ウイニングタイム
(予定)

リ レー

カップ
対象
クラス

ＭＡ代表 男⼦ 無制限 １クラブにつき１チームのみ １３５分

ＷＡ代表 ⼥⼦ 無制限 １クラブにつき１チームのみ １２０分

ＭＪ 男⼦ １９歳以下及び学連登録初年度の者 １２０分

ＷＪ ⼥⼦ １９歳以下及び学連登録初年度の者 １２０分

ＭＳ 男⼦ ３５歳以上 １２０分

ＷＳ ⼥⼦ ３５歳以上 ＊ １２０分

ＭＶ 男⼦ ５０歳以上 ＊ １２０分

XV 不問 男⼦ 65歳以上⼜は⼥⼦５０歳以上 ＊ １０５分

⼀般
クラス

ＭＡ⼀般 男⼦ 無制限 ＭＡ代表クラスと同コース １３５分

ＷＡ⼀般 ⼥⼦ 無制限 ＷＡ代表クラスと同コース １２０分

MJ ⼀般 男⼦ 無制限 MJ カップ対象と同コース １２０分

WJ⼀般 ⼥⼦ 無制限 WJ カップ対象と同コース １２０分

MS⼀般 不問 無制限 ＊MV カップ対象と同コース １２０分



Ｂ 不問 無制限 ＊中級者のクラス ９０分

ＭＩＸ
男⼥
混合

無制限
＊１・２⾛はＢ相当、３
⾛はＭＶ相当

１００分

個 ⼈

ＩＡＬ 不問 無制限 ＭＡ相当 ４５分

ＩＡＳ 不問 無制限 ＊ＭＶ相当 ４０分

ＩＢ 不問 無制限 ＊Ｂ相当 ３０分

Ｎ/G 不問
無制限（個⼈N クラスは、過去に 3位
以内に⼊賞されていないかた）

＊初⼼者/グループ ２０分

＊クラスによって求められる技術的要求、体力的要求が異なります。以下を参考にして下さい。（カップ

対象クラスの表記で表示）

技術的要求 高い← →低い

ＭＡ代表 ＷＡ代表 ＷＳ

ＭＳ ＭＪ ＸＶ

ＭＶ ＷＪ

体力的要求 高い← →低い

ＭＡ代表 ＭＳ ＷＡ代表 ＭＶ ＷＳ

ＭＪ ＷＪ

ＸＶ

★カップ対象クラス参加チームは、下記のカップ対象資格を満たさなければなりません。
１ チームメンバー３⼈が同じカップ対象クラブに⼤会６ヶ⽉前の⽉末（2016 年 8 ⽉末）より⼤会当⽇まで所属し
ていること
２ ＭＡ・ＷＡクラスは１クラブにつき１チームとすること
３ チーム名にクラブ名（略称可）を含むこと
※カップ対象クラブとは以下の条件のいずれかを満たすクラブとします。
１ ＪＯＡ会員（都道府県協会）に所属するクラブ
２ ⽇本学連に加盟する学校
３ 主催者が適格と認めたクラブ
★年齢は 2017 年 3⽉ 31⽇までに達する年齢です。
★⼥⼦が男⼦のクラスに出場できます。
★個⼈クラスのみ当⽇申込を受け付けますが、地図の準備の関係上ご希望のクラスに参加できない場合があります。

        選⼿ ⾛順変更     
１ 受付にて、当⽇書⾯で最終オーダーを提出していただきます。
２ カップ対象クラス
・ＭＡ、ＷＡについては、リザーブ登録２名を含む最⼤５名の範囲内で選⼿・⾛順の変更を認めます。
リザーブ登録を希望するチームは、参加申込書のリザーブ 欄に「リザーブ選⼿名、年齢、性別」を明記してください。
・ＭＡ、ＷＡ以外のクラスについては⾃由に選⼿・⾛順の変更ができますが、変更が最⼩限となるように事前エントリー
をしてください。
変更の結果、カップ対象チームの要件を満たさなくなった場合は、表彰の対象になりません。



３ ⼀般クラス
選⼿・⾛順の変更ができますが、変更が最⼩限となるように事前エントリーをしてください。
★２度⽬以降の出⾛となる選⼿を含むチームは参考記録とします。
【表彰】
各クラス 3位まで表彰します。クラブカップ対象クラスの優勝チームには滋賀県恒例のバームクーヘンです。
なお、N クラスにおいて⾼校⽣以上のかたで過去に 3位以内⼊賞が判明したかたは参考記録とし表彰対象から外させ
ていただきます。
 参加費 

⼀般

   7,500 円 但  学⽣ -500 円/⼈ ⾼校⽣以下 -1,500 円割引    
計算例1： ⼀般2⼈+学⽣1⼈；7,500-500=7,000 円
計算例2： 学⽣1⼈+⾼校⽣2⼈；7500-500-1500=4,000円
計算例3： ⾼校⽣ 個⼈参加；2500-1500=1,000円

個⼈(G/N 以外) 2,500 円

個⼈(G/N) 500 円 個⼈ 1⼈/１       

・ SI カードレンタル料含む（すべてレンタルを使⽤していただきます）
・⼀般の参加者は、JOA 会員⽀援費 500 円含みます。
・プログラムはＷｅｂ公開といたしますが、必要な⽅は参加費＋５００円でチーム申込代表者に１部送付いたします。
・お⽀払いいただいた参加費等はいかなる場合も返却いたしません。ご了承ください。

      ⽅法 
参加費 送⾦後 下記                 
E-Mail    受付   E-Mail 以外 ⽅  問 合       
申込先：⽊俣順 kimata_j@yahoo.co.jp

申込  WEB           申込書              申 込       
主要⼤会会場にて受付を予定しています。
★当⽇申込 個⼈     受 付    （   準備  地図     次第受付終了     ）

 送⾦先 
     銀⾏
加⼊者⽒名：今⾥裕⼦（       ）
記号：14680 番号：524821

 他⾦融機関  振込 場合
    銀⾏
四六⼋（      ）⽀店 普通 ⼝座番号：0052482
加⼊者⽒名：今⾥裕⼦（       ）

 申込締切 
２０１７年１⽉29⽇（⽇） 必着

mailto:kimata_j@yahoo.co.jp


 問 合  先 
平島俊次 t-hirashima@nifty.com/ 090-25924377（          願     ）

 注意事項   他 
・本⼤会に参加される⽅は、⼤会開催⽇まで、オリエンテーリング⽬的での湖南市⾬⼭公園⼀帯への⽴⼊を禁⽌しま
す。
・プログラムは⼤会１週間前までに、Ｗｅｂページで公開します。また送付希望者で、到着しない場合は、問い合わせ
先に連絡してください。
・競技地図に表記されている、保全地域、花壇等の⽴⼊禁⽌区域ならびに通⾏禁⽌ルートには、絶対に⽴ち⼊らな
いでください。 また、競技エリア及び会場内は禁煙・⽕気厳禁です。違反者は失格となりますのでご注意願います。
・⼤会参加者は、⾃分⾃⾝の健康状態を⼗分に考え、⾃分の責任で参加して下さい。
競技中に負傷された⽅のため、本部には救護所を設置しますが簡単な救急⽤品のみ準備します。
・団体傷害保険には加⼊する予定ですが、補償には限度があります。
・ゴミは各⾃でお持ち帰りください。
・貴重品は各⾃で管理してください。
・申込書に記載の個⼈情報は、本⼤会の運営⽬的以外には使⽤いたしません。
ただし、主催者が撮影した⼤会中の映像を、⼤会の報告や今後の広報活動に使⽤する場合があります。

mailto:t-hirashima@nifty.com/　090-25924377

