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第第第第 25252525 回回回回    

全日本高等学校全日本高等学校全日本高等学校全日本高等学校・・・・中学校中学校中学校中学校    

オリエンテーリングオリエンテーリングオリエンテーリング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    

併設大会併設大会併設大会併設大会プログラムプログラムプログラムプログラム    
    

■期日：2012 年 3 月 25 日（日） 

■場所：長野県駒ヶ根市 

■会場：駒ヶ根高原家族旅行村 

■主催：第 25 回全日本高等学校・中学校オリエンテーリング選手権大会実行委員会 

■主管：全国高校生・中学生オリエンテーリング連盟 OS 会 

実行委員長：細淵 晃平（一橋大学 2 年） 

運営委員長：山田 晋太朗（東京工業大学 2 年） 

競技委員長：尾崎 弘和（早稲田大学 1 年） 

渉外責任者：平木 達也（東京大学 1 年） 

会計責任者：山中 晴揮（東京大学 1 年） 

広報責任者：小池 一輝（東京工業大学 1 年） 

■大会コントローラ：堀田 遼（東京大学 3 年） 

■後援：長野県オリエンテーリング協会 

関東学生オリエンテーリング連盟 

日本学生オリエンテーリング連盟  

多摩オリエンテーリングクラブ 

■協力：東京大学オリエンテーリングクラブ 

東京工業大学オリエンテーリング部 

一橋大学オリエンテーリングクラブ 

早稲田大学オリエンテーリングクラブ 

駿河台大学オリエンテーリング部 

筑波大学オリエンテーリング愛好会 

電気通信大学オリエンテーリング同好会 

名古屋大学オリエンテーリング部 

 

このプログラムは併設大会用のものですので中学生・高校生は使用できません。 

中学生・高校生は専用のプログラムを参照してください。
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■ごあいさつ                                           

第 25 回大会実行委員長 細淵 晃平 

 

 大震災から早くも一年が経ちました。 

 改めまして、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 

 

 大震災とそれに続くように全国各地で発生した大地震の影響で、第 24 回インターハイは中

止・延期となりました。しかしインターハイのために日頃からトレーニングを積み重ねてきた中学

生・高校生のことを思えば、運営の準備を進めてきた我々実行委員会にとって、中止という

決断をすることは断腸の思いでした。そして中止に際して行ったアンケートの結果を鑑みて、

第 37回全日本オリエンテーリング大会との共催という形で代替大会が開かれました。しかし、

23 回も続いてきたインターハイが初めて中止になったことで、私自身を初め多くの方々が、イ

ンターハイは必ずしも毎年開かれるものではないことを痛感したのではないかと思います。 

 

 それでもなお、今回で第 25 回目となるインターハイを開催するのは、インターハイに対する

現役中高生たちの情熱と、後輩たちのために最高の舞台を提供したいという各校 OB・OG の

思いがあるからです。私自身インターハイでは必ずしも良い成績を残したことはありませんでし

たが、皆で協力し皆と戦ったインターハイが高校生活で楽しかった思い出の一つとして鮮明に

記憶に残っています。本大会が、参加される皆様にとって良い思い出となることを切に願って

います。 

 

 会場を提供して下さった中央アルプス観光株式会社の方々、メダルを提供して下さった多

摩オリエンテーリングクラブの方々、ご協力いただいた各大学・高校 OB の方々、ご後援をいた

だいた各団体の方々、そしてヤマカワオーエンタープライズ社の山川氏に、この場を借りて実

行委員会一同厚く御礼を申し上げます。
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■大会全般                                            

■問い合わせ先・当日緊急連絡先 

窓口：細淵 晃平 

・ 電子メール（推奨）：buchi0025◆gmail.com（◆を@に直して下さい）  

・ 電話（緊急時）： 090-1504-3149 

 

■大会中止に関して 

大会当日の天候が悪く、参加者の安全を確保できない場合、大会は中止となります。3 月

25 日については当日午前 5:00 の段階で駒ヶ根市に｢大雨警報｣または｢洪水警報｣のいず

れかが発令されている場合、その日の競技は中止と致します。中止の場合におきましても、

参加費はお返しできませんのであらかじめご了承ください。 

 

■交通アクセス 

� 高速バスでお越しの方 

駒ヶ根インターバス停より徒歩約 35 分 

� 自動車でお越しの方 

中央自動車道駒ヶ根 IC から約 10 分。 

家族旅行村アルプスの丘 第二駐車場に駐車してください。当日は看板・役員の指示に

従って駐車してください。 

 

■会場 

・会場は駒ヶ根高原家族旅行村となります。 

・貴重品は各自管理してください。紛失・盗難などにつきましては、主催者側は一切責任を

負いませんのでご了承ください。 

 

■傷害保険・保険証 

・本大会はスポーツ傷害保険に加入致しますが十分ではありません。大会参加に際して自

分自身の健康状態を十分に考慮して絶対に無理をしないでください。参加者が自分自

身あるいは第三者へ与えた損傷、傷害及び損失等について、主催者は一切責任を持ち

ませんのであらかじめご了承ください。 

・当日は万が一に備え、各自保険証をご持参ください。 

 

■立入禁止区域について 

・要綱に記載のとおり参加者は、本大会競技中を除き、大会終了まで『駒ヶ根高原

2010』の地図に記載された範囲内への、オリエンテーリングを目的とする立ち入りを禁止

します。 
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■その他 

・大会会場に『駒ヶ根高原 2010』の地図を持ち込んではいけません。持ち込んだことが発

覚した場合、失格などの措置をとる場合があります。 

 

■競技情報                                            

■使用地図：『駒ヶ根高原 2010』 

＊ 2010 年に山川克則（ヤマカワオーエンタープライズ社）が作成 

＊ 縮尺 1:10000 等高線間隔 5m 通行可能度 4 段階表示 

・競技用の地図は、0.08mm のビニールに封入されています。 

・地図の大きさは A4 となります。 

 

■特殊記号 

黒の× 人口特徴物 

黒の○ 炭焼き釜の跡 

黒の○の中に点 石碑 

 

■コース情報 

◇コース設定者：尾崎 弘和（早稲田大学 1 年） 

◇コースコントローラ：堀田 遼（東京大学 3 年） 

◇コース距離・登距離 

 

◇給水所・救護所 

テレイン内に給水所を設置します。コースごとの通過地点は以下のとおりです。 

MEC クラス  約 50％ 

A クラス    約 50％ 

N クラス    約 50％ 

救護所は会場にあります。 

 

■競技形式 

・個人によるポイントオリエンテーリングです。 

・EMIT 社製電子パンチングシステムを使用します。 

・コントロール位置説明を事前配布します。 

 

クラス コース距離 登距離 優勝設定時間 

MEC 6.2km 250m 60 分 

A 3.9km 180m 40 分 

N 2.4km 50m 30 分 
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■競技上の注意事項 

・テレイン内では耕作地や民家の敷地などの地図に示された立入禁止区域には絶対に立

ち入らないでください。ルートによっては民家近くを通ることとなりますが、立入禁止区域に

侵入した場合、失格となります。万が一民家に侵入してしまった場合はすみやかに本部に

連絡してください。インターハイ団体戦（24日開催）で侵入が発覚した場合、今年度インタ

ーハイは中止となります。そのため、本併設大会も中止となりますので、あらかじめご了承

ください。 

・大会本部付近に公式掲示板を設置します。ここにプログラム記載事項の変更などの情

報を掲示します。必ずご確認ください。 

・競技中に赤白色テープ誘導による誘導区間があります。誘導に従わなかったことが発覚

した場合失格となります。 

・出走時の装備について、服装は長袖長ズボンを推奨します。 

・携帯電話等の連絡手段を持つ物を携帯したままの出走は認めません。 

・トレーニングコースは特別に設置いたしませんのでご了承ください。ウォーミングアップは会

場―スタート間の誘導区間で行い、立入禁止区域には入らないでください。 

 

■その他注意 

・本大会は保険に加入していますが、十分ではありませんので万が一のために保険証をご

持参ください。 

・レンタル E カードを紛失した場合、補償費を頂きます。紛失しないよう十分にご注意くださ

い。 

・参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損傷、損害、損失に関しては、主催者は一

切責任を負いかねますのでご了承ください。 

・ゴミは必ずお持ち帰りください。 

 

■当日の流れ【3/25（日）】                                   

■受付（8:00～9:45） 

・事前申込の方は、受付にて E カードをお受け取りください。マイ E カードを使用する場合は、

その場で登録を行ってください。 

・当日申込の方は、受付にて所定の用紙に記入事項を記入の上、参加費 1800 円を支

払い、E カードをお受け取りください。マイ E カードを使用する場合は、その場で登録を行っ

てください。 

・コースは MEC,A,N の 3 クラスを用意しています。 

・受付にてコンパスの貸出しを行います。保証金として 2000 円をお預かりいたします。紛

失には十分お気をつけください。 
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■会場レイアウト 

 

・女子更衣室としてテントを設置する予定です。 

・青空会場ですが、雨天時は更衣室兼荷物置場としてケビンを解放いたします。役員の指

示に従ってご利用ください。 

 

■競技 

○スタート（10:30～） 

□MEC クラススタート・A/N クラススタートの共通事項 

・スタート地区の時計は現在時刻を表示しております。自分のスタート時刻の 3 分前になり

ましたら、スタート枠入り口で E カードの動作確認を行い、出走するクラスの 3 分前枠にお

並びください。E カードが故障していた場合は係員が交換いたします。2 分前になったら枠

を一つ進み、1 分前になったら係員に E カードを提示してください。スタートチャイマーの合

図と同時に地図を取り、赤白色テープ誘導にしたがってスタートフラッグまで進み、競技

を開始してください。 

・一度スタートした方は必ずフィニッシュを通過してください。フィニッシュを通過できない状

況の場合、係員に必ず連絡をしてください。フィニッシュを通過せず連絡もない場合、未
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帰還者として捜索されます。 

・遅刻者は係員の指示に従ってください。所要時間は、正規のスタート時刻から出走したも

のとして計算されます。ただし、主催者側のミスにより出走が遅れた場合はこの限りではあ

りません。 

□MEC クラススタートについて 

・会場からスタートまでは青テープ誘導で徒歩 40 分です。 

・ウィンドブレーカーの輸送を行います。輸送を希望する場合は、スタート地区に設置するビ

ニール袋に入れてください 

・スタート地区に給水を設けます。 

・スタート地区は 12:20 に閉鎖します。これ以降は出走できません。 

□A/N クラススタートについて 

・会場からスタートまでは緑テープ誘導で徒歩 5 分です。 

・スタート地区は 11:20 に閉鎖します。これ以降は出走できません。 

・スタートレイアウト 

□MEC クラスのスタートレイアウト 

スタート 1 
 

  
スタートフラッグへ（赤白テープ誘導） 

1 分前     
  

2 分前     
  

3 分前     
  

 
MEC 遅刻枠 

  

 
JME 

   

 
ME 

   
□A/N クラスのスタートレイアウト 

スタート 2 
 

  
スタートフラッグへ（赤白テープ誘導） 

1 分前     
  

2 分前     
  

3 分前     
  

 
MS/MJ 遅刻枠 

  

 
JWE 

   

 
A/N 

   
 

○フィニッシュ（～14:00） 

・最終コントロールからフィニッシュへは赤白色テープ誘導です（全クラス共通）。必ずテー

プ誘導に従ってフィニッシュしてください。テープ誘導を使わずにフィニッシュした場合、失

格となります。 

・ゴールユニットにパンチングフィニッシュをしたタイムをフィニッシュタイムとして計時します。 
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・パンチングフィニッシュ後は立ち止まらずにそのまま進み、係員に E カードを渡してください。

パンチングフィニッシュ後は先にフィニッシュした選手を追い越さないでください。 

・ゴール閉鎖は 14:00 です。参加者は競技途中でもこの時刻までにフィニッシュを通過して

ください。競技を途中で断念しても、必ずフィニッシュは通過してください。通過しないとそ

の参加者は行方不明者として捜索されます。フィニッシュを通過せずに会場へ到着した

場合は受付までお知らせください。 

 

○速報 

・会場内で速報を掲示する予定です。 

 

○調査依頼受付（11:30～14:30） 

・競技において異議などのある方は、大会本部に用意してあります｢調査依頼用紙｣にその

内容を記入の上、提出してください。 

 

■団体戦、個人戦表彰式・閉会式（14:30） 

・団体戦、個人戦表彰式・閉会式は会場内で 14:30 から行う予定です。 

・表彰式・閉会式は以下の内容を予定しています。 

○団体戦、個人戦表彰  実行委員長 

○個人戦講評   競技委員長 

○閉会の言葉   実行委員長 

 

■日本学連賛助会員特典 

コース図を 1 枚無料で差し上げます。競技終了後に本部までお越しください。 


