
第７回 

岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会 

要綱 
 

【開 催 日】 2013年 9月 8日（日） （雨天決行・荒天中止） 

【主  催】 岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング部 

【後  援】 岩手県オリエンテーリング協会、日本学生オリエンテーリング連盟 

北海道・東北学生オリエンテーリング連盟、岩手県教育委員会（予定） 

【開 催 地】 岩手県滝沢村 

【会  場】 岩姫台集会所 

【大会役員】 実行委員長：武藤 寿光（2011年度岩手県立大学入学） 

      運営責任者：花水 康一郎（2011年度岩手大学入学） 

      競技責任者兼コースプランナー：小向 和希（2011年度岩手大学入学） 

      渉外責任者：佐藤 健吾（2011年度岩手大学入学） 

      イベントアドバイザー：日下 雅広（岩手県オリエンテーリング協会） 

【競技形式】 日本オリエンテーリング規則に基づくポイントオリエンテーリング 

       ロングディスタンス競技 

       EMIT社製Ｅカードによる電子パンチシステムを使用 

【地  図】 2013年岩手大学、岩手県立大学オリエンテーリング部新規作成予定 

      （縮尺 1：10000・等高線間隔 5ｍ・走行度 4段階表示・JSOM2007準拠） 

       参考図：岩姫慕情～葉隠れ～ 

（2009年度岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング部作成） 

 

【テレインプロフィール】 

第４回岩県大会で使用した「岩姫慕情～葉隠れ～」を４年ぶりにリメイクします。 

藪がテレイン全体で発達し、急斜面が随所に存在しているため精神的、体力的なタフさが求めら

れます。 

【タイムスケジュール】 

8：00 開場、受付 

8：00～10：00 当日受付 

10：30 トップスタート 

 13：00 スタート閉鎖 

 15：30 フィニッシュ閉鎖 

【競技上の注意】 

     ・テレイン内の立ち入り禁止区域、耕作地の近くを通過する際は足を踏み入れないよう

ご注意ください。 

・競技の服装は肌の露出しない長袖長ズボンを推奨します。 

・スパイクの使用は特に制限しません。 

・テレイン内に熊が出る可能性があるので、熊鈴の携帯を推奨します。 



※競技の公平性を保つため、本大会参加者の下図の範囲へのオリエンテーリング目的での立ち 

入りを禁止します。 

         テレインクローズ範囲              左図詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設置クラス】 

事前申し込み 

 男性 女性 
参加費 

対象年齢 クラス名 優勝設定時間 クラス名 優勝設定時間 

無制限 
M21A 70分 W21A 70分 

2000円 
M21AS 50分 W21AS 40分 

65歳以上 M65A 45分 W65A 40分 

1800円 
50歳以上 M50A 50分 W50A 40分 

35歳以上 M35A 60分 W35A 50分 

20歳以下 M20A 60分 W20A 50分 

無制限 MB 40分 WB 40分 1500円 

当日申し込み ※ Eカード代込み 

対象年齢 クラス名 優勝設定時間 参加費 

無制限 OAL 60分 
3000円 

無制限 OAS 40分 

無制限 OB 30分 2500円 

無制限 N なし 不要 

・事前申し込みの場合はレンタル Eカードの使用は 1日 250円となります。前日大会と両日使用の

場合は 500円となります。 

・当日申し込みの場合、Eカードはレンタルになります。 

・女性の男性クラスへの出走は可能ですが、男性の女性クラスへの出走は原則認めません。 

・当日申し込みの場合は男女共通クラスになります。 

※競技時間は各クラス 150分を予定しています。 

【表彰】 

・事前申し込みクラスのみ上位入賞者 3名には表彰を行います。 

【プログラム・成績表】 

・プログラムは開催日の１週間前までに大会ウェブサイトで公開・郵送します。 



プログラム、成績表の郵送を希望される方は、申し込み時に該当項目にチェックしてください。 

・プログラム郵送：200円 

・成績表:200円 

【交通手段】 

① ＩＧＲいわて銀河鉄道を利用する場合 

 

会場は滝沢駅より徒歩１０分です。 

② バスを利用する場合 

岩手県立大学行 

盛岡駅前 7:30 8:01 8:16 8:27 8:57 9:27 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

岩手県立大学入口 8:02 8:33 8:48 8:59 9:29 9:59 

岩手県立大学行に乗り岩手県立大学入口下車 

停留所から会場まで徒歩１５分です。  

③ 自家用車を利用する場合 

会場の駐車スペースには限りがあるため、会場から離れた場所に駐車スペースを設ける予定で

す。 詳細につきましては、追って大会公式サイト上や駐車希望者にお知らせいたします。 

駐車場を利用する方には駐車券を発行いたします。 

【申し込み方法】 

１．メール申し込み 

２．郵送申し込み 

※団体で申し込む場合はメール申し込みをご利用ください。 

1. メール申し込み 

大会公式サイト(http://ganken7.tutakazura.com/)よりエントリーシートをダウンロードして

ください。 

エントリーシートに必要事項を記入の上、下記アドレスに添付ファイルで送信してください。 

アドレス：ganken.2013■gmail.com（■を@に変えてください。） 

2. 郵送申し込み 

必要事項を大会申込書に記入のうえ、以下の宛先にご郵送ください。 

〒020-8550 岩手県盛岡市上田三丁目 18番 34号 岩手大学 オリエンテーリング部 行 

3. 会場申し込み 

北東学連加盟クラブのみ夏合宿で受け付けます。 

・振込先 

ゆうちょ銀行 普通 口座番号:18390-08507731 

支店名：八三八 

名義：オノ メグミ  

他銀行からの場合は次の内容でご指定ください。 

店名：八三八（ハチサンハチ） 

店番：838 

預金項目：普通預金 

盛岡 7:23 7:32 7:53 8:12 8:41 9:10 9:46 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

滝沢 7:38 7:47 8:08 8:27 8:56 9:25 10:01 



口座番号：0850773 

名義：オノ メグミ 

申し込み期間：6月 24日（月）～8月 9日（金） 

・郵送申し込みの締切日は当日消印有効・払い込み完了日とします。 

・メール申し込みの締切日は当日送信有効・払い込み完了日とします。 

【諸注意】 

・いかなる理由（大会中止を含む）であっても、参加費の返金はいたしません。 

・不測の事態により大会の開催が不可能だと主催者側が判断した場合、大会を中止することがござ

います。その場合は早急に大会公式サイト（http://ganken7.tutakazura.com/）等にてお知らせい

たします。 

・レンタルした Eカードの紛失・破損の際には実費をいただきます。あらかじめご了承ください。 

・当日にコンパスのレンタルをいたします。2000円と引き換えに貸し出し、返却時に破損、損失

等が無ければお金を返金いたします。 

・本大会では傷害保険に加入しますが、事故または怪我に備えて保険証またはそのコピーをご持参

ください。 

・参加者が自分自身、あるいは他にあたえた損害損傷について 

オリエンテーリングは、自然の中で参加者が自分自身でルート選択を行う競技のため、様々な潜在

的危険があります。参加者には常にそれらに対して自分自身で対処することが求められます。 

・大会申込の際にお知らせいただいた個人情報は実行委員会で厳密に管理し、本大会終了後、一切

を適切な形で処分します。 

・記載情報については予告無く変更になる場合があります。変更はプログラム、公式掲示板にてお

知らせいたします。 

・その他質問等がございましたら ganken.2013■gmail.com（■を@に変えてください。）までご連

絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７回岩県大会(9 月 8日)      前日大会(9 月 7 日) 

一括申込書 

※年齢は 2014年 3月 31日までに達する年齢をお書きください。 

※E-card番号はレンタルの方は書く必要はありません。 

※車の場合、駐車券を発行します。 

ふりがな   

氏名   

住所 

〒                都・道・府・県 

連絡先電話番号   

生年月日    年       月       日生 

年齢 歳 性別 男・女 

所属クラブ   

Eカードナンバー   

移動手段      

（○で囲んでください） 
車・乗り合い・それ以外 

参加種目 クラス名 参加費 

岩県大会     

前日大会     

合計参加費 円 

プログラム紙版郵送 

(希望する方は○で囲

んでください) 

前日大会 ２００円 

岩県大会 ２００円 

成績表紙版郵送 

(希望する方は○で囲

んでください) 

前日大会 ２００円 

岩県大会 ２００円 

レンタル Eカード 

(希望する方は○で囲

んでください) 

１日のみ ２５０円 

２日間 ５００円 

合計振込金額 円 


