
【主催】（特非）愛知県オリエンテーリング協会

【共催】中日新聞社

【後援】愛知県

新城市 新城市教育委員会

（公財）愛知県スポーツ協会

（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団

【主管】（特非）愛知県オリエンテーリング協会

【開催日】 2022 年（令和４年）３月 27 日（日）

【会 場】 新城市つくで交流館

つくで交流館 - Yahoo!地図

【交通案内】

・自家用車の方

新城市つくで交流館の駐車場に停めて下さい。

申込時に駐車場希望または便乗予定のどちらか

をお選びください。なお、駐車台数には限りがあ

ります。なるべく便乗をお願いします。オーバー

した場合は抽選とさせていただく場合がありま

す。

・公共交通機関の方

名鉄名古屋本線本宿駅よりシャトルバスを運行

します。

ご希望の場合は、申込時に「バス希望（人数）」

を記載してください。

ご家族などの乗車をご希望される場合は人数に

含めてください。

バス代金：往復 2500 円/人。（片道だけは申し

込めません。小学生以下無料）

バス時刻はプログラムで発表しますが、往路は

本宿駅発 7:50 頃を予定しています。会場到着は９

時の予定。

【問合先】E メール:info@aichiol.com

新型コロナウイルス対応のため、参加者の皆様

にもお願いすることが多々あると思います。詳し

くはプログラムにてお知らせしますので、よろし

くお願いいたします。

【競技】

・競技形式: ポイントオリエンテーリング

・スタート開始 10 時 30 分、スタートまで 30 分(予定)

正規申込期限までに申込された方のスタート時刻

は事前に指定しプログラムにて発表します。

・地図縮尺 1:10,000 高齢者は 1：7,500

等高線間隔 5m 走行可能度 4 段階

・日本オリエンテーリング地図図式 JSSOM2007 に準拠

・耐水ビニール袋に封入

・競技規則 :日本オリエンテーリング競技規則に準拠

・コントロール位置説明 10F 記号 (初心者、グループ

は日本語併記)

・計時システム エミット社の電子パンチシステム

・コース設定者 藤井一樹

・競技責任者 粟生啓介

・参加資格:年齢、性別、国籍を問わずどなたでも参

加できます。

・初心者説明 初心者の方には指導員より競技の仕方

を説明します。

【クラス及び参加料】

各クラスの対象年齢は 2022 年 3月 31日に達する年齢

です。

・ＪＭＥ、ＪＷＥ、ＨＭＥ、ＨＷＥは、中高生選手権

クラスです。参加資格が必要です。

・個人クラスヘの参加は、10 歳以上とします。

・７，８コースは、地図縮尺 1：7500 です。

（その他は 1：10000）

男性 ｺ ｰ

ｽ

優勝

時間

(分)

女性 ｺ ｰ

ｽ

優勝

時間

(分)

対象年齢 参 加

費

上

級

ＪＭＥ 5 40 ＪＷＥ 9 40 13-15 歳 3500

円ＨＭＥ 4 45 ＨＷＥ 9 40 16-18 歳

Ｍ21Ａ 1 50 Ｗ21Ａ 2 50 19 歳以上 一般

3000

円

18 歳

以下

2000

円

Ｍ15Ａ 9 40 Ｗ15Ａ 10 13-15 歳

Ｍ18Ａ 9 40 Ｗ18Ａ 10 35 16-18 歳

Ｍ20Ａ 3 Ｗ20Ａ 9 40 19-20 歳

Ｍ35Ａ 3 45 Ｗ35Ａ 6 35 歳以上

Ｍ50Ａ 6 40 Ｗ50Ａ 7 50 歳以上

Ｍ65Ａ 7 35 Ｗ65Ａ 8 65 歳以上

Ｍ75Ａ 8 30 Ｗ75Ａ 8 75 歳以上

Ｍ85Ａ 8 Ｗ85Ａ 8 85 歳以上

中

級

Ｍ12 11 Ｗ12 11 12 歳以下

Ｍ20Ｂ 11 Ｗ20Ｂ 11 13-20 歳

Ｍ21Ｂ 11 30 Ｗ21Ｂ 11 21-49 歳

Ｍ50Ｂ 11 Ｗ50Ｂ 11 50 歳以上

初

心

者

Ｍ15Ｎ 12 Ｗ15Ｎ 12 13-15 歳 1000

円Ｍ18Ｎ 12 Ｗ18Ｎ 12 16-18 歳

Ｍ21Ｎ 12 40 Ｗ21Ｎ 12 19 歳以上

G（２～５名） 12 制限なし 1000

円

第６２回中日東海ブロックオリエンテーリング大会

日本ランキング対象大会

併設 全日本中学校・高等学校選手権大会（個人戦) 東海オリエンテーリング選手権

https://map.yahoo.co.jp/place?gid=obFksIb-HyQ&lat=34.97641&lon=137.42065&zoom=16&maptype=basic


・自己都合による出場取り消しや天災や荒天などによ

り大会が中止になつた場合、いずれの場合も参加料を

お返ししませんのであらかじめご了承ください。

・大会プログラムは約 1 週間前から愛知県オリエンテ

ーリング協会ホームページに公開しますが、プログラ

ムの郵送を希望されるかたは200円を参加料とともに

振込をお願いします。また成績表の郵送を希望される

方も参加料に含めて 200 円を振り込んでください。

用具の貸出について

・ E カードは 300 円でお貸しします。

・コンパスを無料でお貸しします。

【表彰】

・各クラス上位３名には、後日賞状を郵送します。

・Ｍ21Ａ、Ｗ21Ａの優勝者を東海選手権者として表彰

します。

・中高生選手権の表彰はプログラムにてお知らせしま

す

【申込方法】

①ネット申込（推奨）

Japan-O-entrY（https://Japan-o-entry.com)から

画面の指示に従ってお申し込みください。銀行振込、

クレジットカード決済利用可能です。

②郵送申込

本要項の申込者に必要事項を記入して下記へ郵送

してください。

【送り先】〒491-0201

一宮市奥町字下川田 72-6 松橋徳敏

【申込期間】正規申込:～ ３月８日(火)までに

申込書を発送し、参加料を振り込まれた場合。

遅れ申込（ネット申込のみ）

３月９日(水)～ ３月 15 日(火)までに申し込みし、

参加料を振り込まれた場合。

・当日参加申込はありません。ご了解ください

【参加料払込口座】

郵送で申し込まれた場合は、下記へ参加料を振り込

んでください。

郵便振替口座 00870-9-55079

加入者名:愛知県オリエンテーリング協会参加料口

他金融機関からの場合

ゆうちょ銀行○八九店 当座 0055079

名義:愛知県オリエンテーリング協会参加料口

【遅れ申込】

当日申し込みはありませんが３月 15 日まで、ネッ

ト申込のみ受け付けます。中高生選手権クラスは遅れ

申込はできません。参加費 500 円割増し、プログラム

郵送はいたしません。

【申込に当たってのお願い】

下記事項をご了解の上、申し込みください。

・大会中の映像や写真、記事や記録のテレビ・新聞・

雑誌・インターネットなどへの掲載をすることがあり

ます。ご了承ください。

・申込書の個人情報は、当大会の諸連絡、大会結果の

公表、今後の愛知県協会から参加者の方への情報提供

に使わせていただきます。ご了承ください。

第６２回 中日東海ブロックオリエンテーリング大会 参加申込書

ふりがな

氏 名

性別 生年月日（西暦）

年 月 日

所属クラブ 参加料

円

連絡先 〒 電話番号

Eメールアドレス

以下該当するものに〇をつけて下さい

プログラム郵送 希望 ＋200 円

G クラスで代表者以外のグループメンバー

の氏名と年齢

参加クラス 成績表郵送 希望 ＋200 円

マイ Eカード番号 E カードレンタル 希望 ＋300 円

利用交通手段 自家用車 駐車希望台数 台

公共交通機関（バス希望）大人 名（×2500 円）子供（小学生以下） 名（無料）

バス代金（大人人数×2500 円）

円

個人情報について（申込みにあたってのお願いについて） 同意します 同意しません いずれかに〇 合計 円


