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2013201320132013年度年度年度年度((((第第第第9999回回回回))))    

全日本全日本全日本全日本トレイルオリエンテーリングトレイルオリエンテーリングトレイルオリエンテーリングトレイルオリエンテーリング選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会    トレイルオリエンテーリング（トレイルO）日本一を決する全日本選手権大会を東海地区初開催！ テレインは、濃尾平野を代表する木曽川の河川敷に位置するかさだ広場。遠方まで見通せる丘陵地と平地林で、地図読みを競う熱い戦いが繰り広げられます。フットOの日本代表経験多数の松澤氏コースセットのミドルOも併催。11/2・11/3・11/4と岐阜・愛知・三重県でトレイルO・フットO入混ぜ公認大会3連続で全国の皆様をお待ちしています。  ★★★★大会詳細大会詳細大会詳細大会詳細★★★★    開催日：2013年11月2日（土） （荒天中止） 開催場所：国営木曽三川公園三派川地区（岐阜県各務原市） 集合場所：かさだ広場エントランス広場（予定） 主催： 公益社団法人日本オリエンテーリング協会    岐阜県オリエンテーリング協会    NPO法人愛知県オリエンテーリング協会 共催： 河川環境楽園 主管： 全日本ﾄﾚｲﾙｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会実行委員会 後援： 岐阜県教育委員会、各務原市教育委員会、 岐阜県身体障害者福祉協会 協力： (特非)トレイルO協会、愛知OLC 競技： トレイルO（日本トレイルO競技規則準拠） 競技責任者：松橋 徳敏  コース設定者： 伴 毅 大会コントローラ： 茅野 耕治（ﾜﾝﾀﾞﾗｰｽﾞ・神奈川県）  ★★★★交通案内交通案内交通案内交通案内★★★★    自家用車… ・東海北陸道川島川島川島川島ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽﾊｲｳｪｲｵｱｼｽﾊｲｳｪｲｵｱｼｽﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ内内内内から徒歩15分 ・県道93号・180号線で木曽川川島大橋の北詰すぐ 鉄道＋路線バス… ・東海道線・名鉄本線岐阜駅岐阜駅岐阜駅岐阜駅から川島笠田まで岐阜バス30分（1時間に1本程度、約520円）http://navi.gifubus.co.jp/ ・高山本線那加駅那加駅那加駅那加駅・・・・名鉄各務原線新加納駅新加納駅新加納駅新加納駅からかさだ広場まで各務原ふれあいバス10～15分（3時間に1本程度、100円）http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kotsu/000719.html  ★★★★使用地図使用地図使用地図使用地図★★★★    「笠田」2008年作成（2013年一部修正）、JSSOM 縮尺1:4000予定 等高線間隔2ｍ 透視可能度3 段階 車椅子用トイレあり。経路上は通行容易です。     ★★★★申込方法申込方法申込方法申込方法、、、、申込締切申込締切申込締切申込締切★★★★    本大会は、翌11/3の愛知OLC結成40周年大会と同時に申し込めます。申込口座、申込先を共通化しました。 ①以下の郵便口座に参加費をお振込み下さい。 

※※※※振込振込振込振込手数料手数料手数料手数料はははは参加者参加者参加者参加者にてごにてごにてごにてご負担負担負担負担くださいくださいくださいください。。。。    ●ゆうちょ銀行・郵便局・ATM等より 00830-1-54262 愛知ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ●ゆうちょ銀行以外の金融機関（銀行など）より ゆうちょ銀行 金融機関コード：9900 店名：〇八九 店（ゼロハチキユウ店） 当座0054262 愛知ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ     ②別紙の申込書を電子メール、FAX、郵送のいずれかで申込先まで送付願います。 ※締切：2013年10月11日（金）到着・送信分 ※電子メール申込： プログラムはWeb 上で公開 ※紙版プログラムの必要な方は、返信用封筒（定型最大・長形3 号封筒、90 円切手貼付、返信宛先を記入）を申込先へ送付し、申込用紙に記入（+200円）  ★★★★申込先申込先申込先申込先★★★★    野口孝之 〒489-0886 愛知県瀬戸市萩山台2-113 FAX 0561-83-0127 n-takaあっとmtj.biglobe.ne.jp（あっとを@に変更）     ★★★★大会全般大会全般大会全般大会全般のののの問合問合問合問合せせせせ先先先先★★★★    山口尚宏 090-1994-3505（20:00～22:00） yn_mttrekkerあっとyahoo.co.jp（あっとを@に変更）  ★★★★そのそのそのその他他他他★★★★    ・競技スタート時間は11:00予定、事前申込者のスタート時刻は指定。競技制限時間は120分予定。コンパス貸出有無はプログラムにて発表。トレーニングコースなし。 ・当日受付終了は10:30予定。当日申込枠は数に限りがありますので、上限に達した場合、希望通りのクラスに参加できない場合があります。 ・Eクラスの優勝者を全日本選手権者として表彰。そのほか各クラス上位3名を表彰します（当日申込は表彰対象外。併催の松塾後に表彰式予定）。 ・本大会のE、Aクラス上位者には2014年度開催の全日本ト



要項 ver.1.4（2013/9） 
★★★★同時開催同時開催同時開催同時開催：：：：松塾松塾松塾松塾ミドルミドルミドルミドル★★★★    本大会と同時に、松塾ミドルを開催します。翌 11/3 愛知 OLC 大会、11/4 全日本ミドルとミドル 3 連続。当実行委員会にて、3日間の特別表彰を実施します。テレインの特性からコース距離は短目ミドルとなりますが、河川敷に位置する丘陵地と平地林を楽しみ、翌日からの連続ミドル O の足慣らしとしてください。  コース設定者：（松塾）松澤 俊行    競技： ミドルO                地図：「笠田」、JSSOM、縮尺1:4000予定 等高線間隔2ｍ 走行可能度4 段階 申込方法、申込先、締切、問合せ先： トレイルOと同上 当日受付終了： 13:30予定 スタート時間： トレイルO終了後の14:30頃から（時刻は事前指定し、当日変更可能とすることを検討中） 競技： 優勝設定30分、競技時間最長60分程度予定。ゴール閉鎖直後から全日本トレイルOの表彰式を実施予定。 表彰： 当日は表彰を実施せず、本大会成績をポイント化し、愛知OLC大会、全日本ミドルと合わせて全日本ミドル大会会場にて表彰します（OA、OAS、OBは対象外）。トレイルO参加者には、ボーナスがあります。 その他： コントロールの通過証明に E カード使用。レンタルする場合は 300 円必要です。 ⇒いずれも詳細は今後の要項更新版もしくはプログラムにて発表します 

★★★★宿泊情報宿泊情報宿泊情報宿泊情報★★★★(要項1.2版追記)     
11/1，2 の夜にホテルスポーツパルコ（岐阜市中心部）さんから朝食付き１泊 5500 円の特別料金にて提供頂けます。電話宿泊申込時に「ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ参加」の旨、お伝えください。0120-111-865

レイルO選手権大会のEクラス出場権が付与され、2014年世界選手権日本代表の選考基準対象大会となる見込みです（JOAトレイルO委員会より今後公表）。 ・一度払い込まれた参加費は原則として払い戻しません。 ・全ての参加者は大会当日までオリエンテーリング目的でのかさだ広場への立入を禁止します。                                             

    

参加料  クラス 内容 一般 大学生・大学院生 高校生以下 競技者登録 
E 日本選手権 出場資格必要 3000 2000 2000 ○必要 

(一時登録不可) 
A 2000 1300 800 ○必要(一時登録可+500円) 

OA(当日申込) トレイル O 経験者 2200 1500 1000 ×不要 表彰対象外 
B 700 500 500 

トレイル
O 

OB(当日申込) トレイル O 未経験者 700 700 500 

×不要 
OBクラスは表彰対象外 

A※1 800 800 500 

OA(当日) 中距離 
1000 1000 700 

AS※2 800 800 500 

OAS(当日) 短距離 
1000 1000 700 

MB,WB 

OB(当日) 短距離 700 500 500 

×不要 
(レンタル Eカードは＋300円)  松塾 

※1 M21E,M20E,M21A,M35A,M40A,M45A,M20A,M18A,W21E,W20E,W21A, ※2 M50A,M55A,M60A,M65A,M70A,M75A,M15A,M12,M10,W35A,W45A,W50A,W55A,W60A,W65A, 
W70A,W20A,W18A, W12,W10 松塾のクラスは総合表彰を行う関係上、愛知 OLC大会、全日本ミドルの参加クラスに追随して振り分けます 初心者の方は、同時開催のかさだｱｳﾄﾄﾞｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙへ御参加をお願いします(1.4 版変更) 

愛三岐チャンピオンシリーズ  ～11 月 3連休は東海地区で 3公認・3 種目！～  11/2(土) 岐阜県各務原市 全日本トレイル O(公認)、 松塾ミドル  11/3(日) 愛知県豊田市  愛知 OLC40周年(公認ミドル)  11/4(月祝) 三重県伊賀市 全日本ミドル(公認) 

岐阜県オリエンテーリング協会40周年記念事業(1.4版追記)対象の 3 事業の参加で抽選で記念品！ 詳しくは http://www.orienteering.com/~gifu/ 
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                                   （H25/５/12 版） 
 

 

 ①愛知愛知愛知愛知 OLCOLCOLCOLC結成結成結成結成４０４０４０４０周年記念大会周年記念大会周年記念大会周年記念大会    参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    

    およびおよびおよびおよび「「「「全日本全日本全日本全日本ﾄﾚｲﾙﾄﾚｲﾙﾄﾚｲﾙﾄﾚｲﾙ OOOO大会申込書大会申込書大会申込書大会申込書」」」」                    （ふりがな） ③年齢 ④性別  受付メモ  ②氏名 
 

 

 

   歳 男   女   

 〒 ⑥所属クラブ名（８文字以内） ⑤住所          

  ⑦電話番号 （     ） ⑧マイ Eカード № ⑨競技者登録 № ⑩移動障害の 有 ・無 ⑫競技者 16歳以上  ５００円 ⑪エスコートの 要 ・不要 一時登録 15歳以下  ０ 円 ⑬参加クラス  ⑬ﾄﾚｲﾙ O大会参加料      円  

11111111月月月月 2222日日日日        全日本全日本全日本全日本    トレイルトレイルトレイルトレイル        
OOOO大会大会大会大会   ⑭ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ郵送希望  ２００円 
11111111月月月月 2222日日日日    ⑮参加クラス  ⑮松 塾 参加料     円 松塾松塾松塾松塾ミドルミドルミドルミドル      ⑯Eカードレンタル  ＋３００円 ⑰参加クラス  ⑰愛知 OLC大会参加料      円 

  ⑱マイ Eカードの場合  －３００円 
    歳 ⑲競技者 16歳以上  ５００円 
    歳 一時登録 15歳以下  ０ 円 
    歳 ⑳ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ郵送希望  ２００円 ○24グループの氏名年齢 （代表者以外） 
    歳 ○21成績表郵送希望    ２００円 ○25交通 車（運転）  車（同乗） ○22 合 計⑫～○21         円 

 

11111111月月月月    
3333日日日日        愛愛愛愛        知知知知        OOOO        LLLL        CCCC    大大大大    会会会会 手段 路線バス ○23振込者氏名と  

    振 込 日 月   日 ＊年齢基準は 2014年３月 31日現在。 ＊料金欄は該当箇所に○印を記入。 ＊「Aクラス競技者の一時登録」は、「トレイル O大会」「愛知 OLC大会」それぞれに必要。 ＊紙版「大会プログラム」は「トレイル O大会」「愛知 OLC大会」別で発行予定。 ＊申込書に記載頂いた個人情報は、本大会の運営目的以外には使用致しません。 


