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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    

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 23 日（金）～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 

 

このプログラムは中高生用のものですので一般参加者は使用できません。中高生参加者は

このプログラムを熟読して大会に臨んでください。 
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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。 

 

 様々な方々のご協力のもとで成り立つインターハイの主役は、オリエンテーリングというスポ

ーツに真剣に取り組む中高生のあなたです。皆様のご活躍を、運営者一同心待ちにしていま

す。
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■概要 

大会日程表 

23232323 日日日日    ＜＜＜＜開会式開会式開会式開会式＞＞＞＞    

15:00～18:00 チェックイン・入浴 

17:30・18:00 夕食 

19:30 
開会式（あいさつ、レプリカ進呈、選手宣誓） 

全体ミーティング 

22:00 就寝 

24242424 日日日日    ＜＜＜＜団体戦団体戦団体戦団体戦＞＞＞＞    

6:30・7:00 朝食 

8:00・8:45 団体戦会場までバスで移動・団体戦会場開場 

9:20～10:00 団体戦エントリー用紙提出 

10:20～10:30 団体戦競技説明（デモンストレーション） 

10:30～10:40 地図置き場確認 

11:00 ME クラス競技開始 

11:10 JME クラス競技開始 

11:20 XU・混成・スプリント競技開始 

12:00 弁当配布 

13:30 チェンジオーバー禁止 

13:40 リスタート 

15:00 ゴール閉鎖 

16:00 宿舎までバスで移動 

17:00 入浴 

17:30・18:00 夕食 

19:30 個人戦テクニカルミーティング・ＭＥ・ＷＥクラススタート抽選 

25252525 日日日日    ＜＜＜＜個人戦個人戦個人戦個人戦・・・・閉会式閉会式閉会式閉会式＞＞＞＞    

6:30・7:00 朝食 

8:00 個人戦会場までバスで移動（第 1 便）・個人戦会場開場 

8:45 個人戦会場までバスで移動（第 2 便） 

10:30 JME・JWE・MS クラス競技開始 

11:30 ME クラス競技開始 

12:00 弁当配布 

14:00 ゴール閉鎖 

14:30 表彰式・閉会式 

15:15 駅までバスで送迎 
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■大会全般 

■問い合わせ先 

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 

・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 24、25 日については同日午前 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。 

・団体戦で立入禁止区域に侵入したことが発覚した場合、個人戦は中止となります。 

・いずれの中止の場合においても、参加費はお返しできませんので予めご了承ください。 

 

■選手宿舎  

◇ 『ホテルルートイン駒ヶ根インター』 

住所：〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 1503-1 

電話番号：0265-82-7011 

アクセス：JR 飯田線駒ヶ根駅より徒歩 15 分 

伊那バス伊那線駒ヶ根市バス停より徒歩 12 分 

宿泊対象学校：麻布・東海 

○お風呂は各部屋に備え付けの浴室をお使いください。 

○風呂・部屋のアメニティについて 

シャンプー、ボディソープ、髭剃り、タオル等が揃っています。 

 

◇ 『駒ヶ根プレモントホテル』  

住所：〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 1522-3 

電話番号：0265-82-8400 

アクセス：JR 飯田線駒ヶ根駅より徒歩 15 分 

伊那バス伊那線駒ヶ根市バス停より徒歩 12 分 

宿泊対象学校：桐朋・武相・公文国際・柏市立土中・松戸国際 

○お風呂は各部屋に備え付けの浴室をお使いください。 

○風呂・部屋のアメニティについて 

シャンプー、ボディソープ、髭剃り、タオル等が揃っています。 

 

・23 日のチェックインは 18:00 までとし、学校ごとに行います。これ以降のチェックインの

場合、あらかじめ大会実行委員長に連絡してください。 

・遅刻などに関して運営者は一切責任を負いませんので、各校指導の徹底をよろしくお

願いします。 

・チェックアウトは各学校の顧問の方に一括していただきます。チェックアウトは 10:00 まで

となっておりますので、各自よろしくお願いします。 
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・宿舎では宿舎の取り決めに従うとともに、一般的な常識をわきまえて行動してください。

宿でのトラブルに関して、運営者は一切責任を負いません。 

・競技で使用した靴など、泥の付着した格好で宿舎に入らないようにしてください。 

・貴重品は各自で管理し、宿舎を離れる際には必ず持参してください。 

・選手は宿と会場の移動の際、原則として指定されたバスに乗ってください。 

 

 

■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願います。 

・当日は万が一に備え、各自保険証を持参してください。 

 

■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。 

 

■その他 

・大会会場に『駒ヶ根高原 2010』の地図を持ち込むことを禁止します。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。 

・大会に参加しない参加者の返金は一切致しません。ご了承ください。なお個人戦のみ

参加等で宿泊しなかった分がある場合は、大会当日本部にて差引額を返金致します。 
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■チェックイン・開会式【3/23（金）】 

■宿舎チェックイン（15:00～18:00） 

・各宿舎のチェックイン時刻は 15:00～18:00 です。これ以降のチェックインとなる場合、

あらかじめ大会実行委員長に連絡をしてください。 

・連絡先：細淵 晃平 

電子メール（推奨）：buchi0025◆gmail.com（◆を@に直してください） 

電話（緊急時）：090-1504-3149 

・チェックインは、担当者の指示に従ってください。この時に宿舎の部屋割りも渡します。 

 

■夕食（17:30・18:00） 

ホテルルートイン駒ヶ根インター 1 階 花々亭 

17:30 ホテルルートイン駒ヶ根インター宿泊者 

18:00 駒ヶ根プレモンドホテル宿泊者 

全員こちらでとっていただきます。駒ヶ根プレモントホテルに宿泊される方もこちらに移動し

て夕食をとっていただきます。 

 

■開会式（19:30） 

会場：駒ヶ根総合文化センター 1 階 軽運動室（小ホール） ＜宿舎から徒歩 10 分＞ 

（p.5 に宿と会場の位置が表示された地図がございます。これを参考にお越しください。な

お 23 日の開会式・全体ミーティングの会場と 24 日の個人戦ミーティングの会場は異なり

ます。ご注意ください。） 

以下の内容を予定しています。 

・開会の言葉    大会実行委員長 

・団体戦優勝杯返還及びレプリカ贈呈 前々年度団体戦優勝校 

・選手宣誓    前々年度団体戦優勝校代表者 

 

■全体ミーティング（20:00） 

会場：同上  

以下の内容を予定しています。 

・競技委員長が競技に関することを中心に、情報提供及び諸注意を行います。 

・全体ミーティング終了後、競技に関する質問を受け付けます。ただし主催者側で不適

当と判断した事項については回答しません。 

・団体戦用ゼッケン、安全ピン、団体戦用 E カード、団体戦エントリー用紙の配布を行い

ます。各校は中身を確認してください。不備があればすぐに運営側へ連絡してください。 

・欠場受付を行います。この時点で不参加が分かっている場合、連絡してください。 

・注意事項の確認について。全体ミーティングに来られなかった場合、配布物は団体戦

当日、受付にて配布します。 
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■団体戦【3/24（土）】 

■朝食（6:30・7:00） 

各宿舎・各校朝食は以下の場所・時刻でとって頂きます。 

� ホテルルートイン駒ヶ根インター 1 階 花茶屋 

6:30 麻布 

7:00 東海 

� 駒ヶ根プレモントホテル  1 階 もも太郎 

6:30 桐朋 

7:00 武相・公文国際・柏市立土中・松戸国際 

 

■会場までバスで移動・団体戦会場開場（8:00・8:45） 

・会場まではバス輸送約 11 分となります。ホテルルートイン駒ヶ根インター発のバスが会

場へ向かいます。移動の際は係員の指示に従ってください。 

・バスは各校ごとに、以下の割り振りで乗るようにして下さい。バスの出発時間 10 分前に

は以下で指定された場所に集合し、すぐにバスに乗り込めるように準備をして下さい。時

間厳守でお願いします。遅刻者の待機、および救済措置は原則的に行いません。 

・バスはホテルルートイン駒ヶ根インター発のみです。駒ヶ根プレモントホテルに宿泊され

ている方は指定時間までにホテルルートイン駒ヶ根インターの入口にお集まりください。 

＜ホテルルートイン駒ヶ根インター→会場＞ 

集合場所：ホテルルートイン駒ヶ根インター玄関先 

第 1 便（8:00） 麻布・桐朋 

第 2 便（8:45） 東海・武相・公文国際・柏市立土中・松戸国際 

 

■会場レイアウト 
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・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開放いたします。役員の

指示に従ってご利用ください。 

 

■大会本部 

・手続や大会に関する質問などを受け付けます。また、大会に関する情報もここで掲示し

ますので、各校代表者は頻繁に足を運んでください。なお、何らかのトラブルが生じた場

合は、必ず直ちにこちらに報告してください。 

・前日の代表者ミーティングに出席していない学校は、大会本部にて各種配布物を配布

します。 

 

■団体戦エントリー用紙の提出（9:20～10:00） 

・各校の代表者は団体戦エントリー用紙に記入し、10:00 までに会場内受付に提出してく

ださい。（時間厳守） 

・この用紙提出をもって、団体戦のメンバー、走順、チーム名、クラスが確定されます。い

かなる事項もこれ以降の変更はできません。 

・各チームのオーダー表は会場に掲示いたしますので、各自ご確認ください。 

・団体戦では人数の揃わないチームは出場できません。チームを組めない場合、混成も

しくはスプリントでの出場となります。混成チーム希望の場合は係員に相談してください。 

 

■団体戦競技説明（デモンストレーション）（10:20～10:30） 

競技会場周辺での競技の流れについて、説明及びデモンストレーションを行います。 

・前走者の最終コントロールからフィニッシュまでの誘導 

・それに伴う次走者のスタート枠への入り方 

・チェンジオーバー（タッチ）の方法 

・３走者のゴール位置（フィニッシュ位置）の確認 

・地図置き場の確認、およびそこでの地図の取り方 

・スタートへの誘導 

・速報などの情報の開示について 

・その他の注意点 

 

■地図置き場確認（10:30～10:40） 

リレーの 2 走・3 走の方は、地図置き場を確認してください。なお、デモンストレーションが終

わるまでは確認してはなりません。 

 

■スタート（11:00～） 

第 1 走スタート時刻――ME11:00 JME11:10 XU・混成・スプリント 11:20 

・第 1 走者はスタート時刻の 5 分前にスタート枠に入り、ゼッケン番号順に整列してくださ

い。 

・正しいゼッケンと E カードを持っていないチームは出走できません。 

・スタート 1 分前からは全選手・観客ともに静粛にしてください。 
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・地図はスタート前 2 つ折りにして渡されますが、スタートの合図があるまで開いてはなりま

せん。 

・スタート後は赤白色テープ誘導に従い、スタートフラッグ（地図上の△の地点）を通過し

てください。スタートフラッグを通過しない場合は失格となります。 

 

■チェンジオーバーレイアウト 

 
 

■チェンジオーバー 

・今回のリレーにはビジュアル区間がありません。 

・競技エリア内にラジオコントロールが設置されています。ラジオコントロール通過から会場

まで約 5 分です。詳細は団体戦競技説明時に連絡します。 

・ラジオコントロールを選手が通過した際、ゼッケン番号をアナウンスします。 

・前走者がラジオコントロールを通過したら、次走者はスタート枠へ入って待機してください。 

・前走者は最終コントロールから赤白色テープ誘導にしたがってフィニッシュレーンに入り、

チェンジオーバーを行います。 

・チェンジオーバーは、前走者と次走者の接触をもって行います。チェンジオーバーが正

しく行われなかったと役員が判断した場合、そのチームは失格となります。 

・前走者はチェンジオーバー後、そのままフィニッシュレーンを進みパンチングフィニッシュ

をして下さい。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。フィニッシュレーンで役員が E カード及び地図を回収します。 

・次走者は赤白色テープ誘導に従って地図置き場に向かい、自分のゼッケン番号が記

載されている地図を取って競技を開始します。このとき、自分のものではない地図をとっ

た場合そのチームは失格となります。地図の取り間違いは競技に重大な影響を及ぼす

為、十分注意してください。 

・自分の地図が地図置き場にない場合は、直ちに役員に申し出てください。予備の地図

をお渡しします。 

・地図を取った後は赤白色テープ誘導に従い、スタートフラッグを通過してください。スタ

ートフラッグを通過しない場合は失格となります。 

 

■フィニッシュ（～15:00） 

・最終コントロールから赤白色テープ誘導に従ってフィニッシュレーンに入り、そのままパン

チングフィニッシュをして下さい。パンチングフィニッシュ後は先にパンチングフィニッシュ

した選手を追い抜かないでください。 

・選手は競技途中であっても 15:00 までに必ずフィニッシュを通過しなければなりません。 
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・各校代表者は未帰還者の有無にかかわらず、14:30 までに全出走者の帰還状況を本

部に報告してください。競技を途中棄権する場合であっても、必ずフィニッシュに地図を

提出し、フィニッシュ地区を通過してください。これが不可能な場合は、最寄りの係員に

届け出てください。なお、ゴール閉鎖時刻までにフィニッシュできなかったチームは失格と

なります。 

・地図及び E カードはフィニッシュで回収いたします。フィニッシュ後には速やかに係員に

地図及び E カードを提出してください。 

・地図返却は、25 日の個人戦競技終了後に行います。 

 

■チェンジオーバー禁止（13:30）・リスタート（13:40） 

・13:30 までにスタートできないすべての選手はリスタートの対象となります。13:30 以降の

チェンジオーバーはできません。 

・リスタートの 10 分前になったら対象者を呼び出しますので、スタート枠付近に集合してく

ださい。ただしリスタートまでに前走者がフィニッシュした場合、チェンジオーバーは可能

です。 

・リスタートとなった選手はこの時刻に一斉にスタートしていただきますが、そのチームの選

手及びチームの記録は参考タイムとなります。 

・リスタート時刻に遅刻した選手は出走できません。 

 

■昼食（12:00） 

・参加者全員分の弁当を手配しています。12:00 より配布しますので、各校の代表者は

受付まで取りに来てください。 

・弁当のごみは受付にてまとめて回収するので、各校ごとに弁当の入っていた箱にまとめ

て持って来てください。 

 

■速報 

会場内で速報を掲示する予定です。正式記録ではありません。予めご了承ください。 

 

■調査依頼受付（12:30～15:30） 

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。 

 

■会場から宿舎への移動（16:00） 

・各校の帰還確認が済み次第、宿舎までバスで移動します。係員の指示に従い、バスは

各校ごとに以下の割り振りで乗るようにして下さい。なお、バスには泥などの汚れを持ち

込まないよう注意して下さい。 

・必要に応じて割り振りを変える場合があります。その場合は係員の指示に従って下さい。 

＜会場→宿舎＞ 

第 1 便（16:00 頃） 麻布・桐朋 

第 2 便（16:30 頃） 東海・武相・公文国際・柏市立土中・松戸国際 
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■夕食（17:30・18:00） 

ホテルルートイン駒ヶ根インター 1 階 花々亭 

17:30 ホテルルートイン駒ヶ根インター宿泊者 

18:00 駒ヶ根プレモンドホテル宿泊者 

全員こちらでとっていただきます。駒ヶ根プレモントホテルに宿泊される方もこちらに移動し

て夕食をとっていただきます。 

 

■個人戦テクニカルミーティング（19:30） 

会場：駒ヶ根市駅前ビル市民交流活性化センター 3 階 多目的ホール ＜宿舎から徒

歩 15 分＞ 

（p.5 に宿と会場の位置が表示された地図がございます。これを参考にお越しください。なお

23 日の開会式・全体ミーティングの会場と 24 日の個人戦ミーティングの会場は異なりま

す。ご注意ください。） 

参加者は全員集合してください。説明内容は以下を予定しています。 

・ME クラススタート順抽選（シード選手除く） 

・シード選手紹介･シード選手スタート順抽選 

・個人戦競技説明 

・個人戦用 E カードおよびコントロール位置説明・ゼッケンの配布 

・その他注意事項 

各自、情報の聞き逃し等がないようお願いします。運営者の都合による個人戦テクニカル

ミーティング後の変更につきましては、当日大会本部付近に設置された公式掲示板にて

連絡致します。 

 

■個人戦・閉会式【3/25（日）】 

■朝食（6:30・7:00） 

各宿舎朝食は以下の場所でとって頂きます。時刻は以下のように割り振ります。 

� ホテルルートイン駒ヶ根インター 1 階 花茶屋 

� 駒ヶ根プレモントホテル  1 階 もも太郎 

6:30 JME・MS（10:54 から 11:00 までにスタートの方）・MJ に出場される方 

7:00 ME・MS（11:01 以降にスタートの方）・JWE に出場される方 

 

■会場までバスで移動・個人戦会場開場（8:00・8:45） 

・会場まではバス輸送約 11 分となります。ホテルルートイン駒ヶ根インター発のバスが会

場へ向かいます。移動の際は係員の指示に従ってください。 

・個人戦終了後は宿には戻りません。荷物を必ず持ってバスに乗るようにして下さい。 

・バスは、以下の割り振りで乗るようにして下さい。バスの出発時間 10 分前には集合し、

すぐにバスに乗り込めるように準備をして下さい。時間厳守でお願いします。遅刻者の待

機、および救済措置は原則的に行いません。 

・バスはホテルルートイン駒ヶ根インター発のみです。駒ヶ根プレモントホテルに宿泊され

ている方は指定時間までにホテルルートイン駒ヶ根インターの入口にお集まりください。 



 12 

  ＜ホテルルートイン駒ヶ根インター→会場＞ 

集合場所：ホテルルートイン駒ヶ根インター玄関先 

第 1 便（8:00） JME・MS（10:54 から 11:00 までにスタートの方）・MJ に出場される方 

第 2 便（8:45） ME・MS（11:01 以降にスタートの方）・JWE に出場される方 

なお、顧問の方はどちらに乗っていただいても構いません。 

 

■大会本部 

大会本部において手続や大会に関する質問などを受け付けます。また、大会に関する情

報もここで掲示しますので、各校代表者は頻繁に足を運んでください。なお、何らかのトラブ

ルなどが生じた場合は、大会本部に報告してください。 

 

■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。 
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■スタートレイアウト 

選手権クラススタート 

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 

   
 

一般クラススタート 

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 

   
 

■スタート（一般クラス 10:30～/選手権クラス 11:30～） 

○一般クラススタート・選手権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ます。 

・スタート地区で給水を設けます。 

・自分のスタート時刻の 3 分前になったら、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、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

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。 

○一般クラススタートについて 

・スタート地区までは緑テープ誘導で約 5 分です。 

・スタート地区は 11:20 に閉鎖します。11:20 以降は出走できません。 

○選手権スタートについて 
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・スタート地区までは青テープ誘導で約 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 

・スタート地区で給水を設けます。 

・スタート地区は 12:20 に閉鎖します。12:20 以降は出走できません。 

 

 

■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。 

・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申し出ください。 

 

■昼食（12:00） 

・参加者全員分の弁当を手配しています。12:00 より配布しますので、各校の代表者は

受付まで取りに来てください。 

・弁当のごみは受付にてまとめて回収するので、各校ごとに弁当の入っていた箱にまとめ

て持って来てください。 

 

■速報 

会場内で速報を掲示する予定です。正式記録ではありません。予めご了承ください。 

 

■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） 

・団体戦は各クラス上位 3 チーム、XU クラスの中学生のみで編成されたチームのうち最

も速いチームを特別表彰します。ME・JME クラスで 2 チーム以上出場している学校は、

遅い方のチームのタイムは参考タイムとします。 

・個人戦は ME クラスの上位 6 名と、他各クラスの上位 3 名を表彰します。 

・表彰対象者へは、多摩オリエンテーリングクラブ様よりメダルが贈られます。 

・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 
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� 閉会の言葉   実行委員長 

 

■バスによる駒ヶ根駅までの輸送（15:15～） 

・閉会式終了後、中高生の参加者を駒ヶ根駅までバスで輸送します。係員の指示に従

い、バスは各校ごとに以下の割り振りで乗るようにして下さい。なお、バスには泥などの汚

れを持ち込まないよう注意して下さい。 

・必要に応じて割り振りを変える場合があります。その場合は係員の指示に従って下さい。 

 ＜会場→駒ヶ根インターバス停・駒ヶ根駅＞ 

第 1 便（15:15 頃） 東海 

第 2 便（16:00 頃） 麻布・公文国際・柏市立土中・松戸国際 

 

■競技情報 

■使用地図 

個人戦・団体戦ともに同じ地図を使用します。 

『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）が作成したものを使用。 

縮尺 1:10,000 等高線間隔 5m 通行可能度 4 段階表記 

 

■特殊記号 

黒の× 人工特徴物 

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： 

クラス コース距離 登距離 優勝設定時間 

<団体戦> 

ME 3.3～3.4km 155～160m 120 分 

JME 3.2～3.3km 150～155m 120 分 

XU・混成・スプリント 3.0～3.1km 110～115m 105 分 

<個人戦> 

ME 6.2km 250m 65 分 

MS 2.9km 210m 35 分 

JME 4.6km 200m 50 分 

JWE 3.1km 85m 40 分 

MJ 2.4km 50m 40 分 
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■シード選手 

以下の選手を個人戦シードに指定します。 

澤口 弘樹（桐朋高校 2 年） 

坂野 翔哉（東海高校 2 年） 

角田 貴大（東海高校 1 年） 

 

■団体戦競技形式・競技情報 

・1 チーム 3 名によるリレー形式の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は故意の追走を防ぐため、配布いたしません。 

・E カードの使用方法は全体ミーティング時に連絡します。 

 

■個人戦競技形式・競技情報 

・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。 

・E カードの使用方法は個人戦テクニカルミーティング時に連絡します。 

・選手権クラスには中間ラジオコントロールが設置してあります。設置位置は ME およそ

80%地点、JME はおよそ 70%地点です。アナウンスおよび速報ボードにて掲示します。 

・個人戦では、テレイン内に給水所･救護所を設置します。コースごとの給水地点は以下

のとおりです。 

クラス 給水地点 

ME およそ 50％地点 

MS およそ 60％地点 

JME およそ 40％地点 

JWE およそ 40％地点 

MJ およそ 50％地点 

 

■競技に関する注意事項 

・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、学校単位で失格とします。団体戦で侵入が発覚した場合、今年度

インターハイは中止とします。個人戦で侵入が発覚した場合、当該選手の学校の団体

戦での記録はすべて参考記録となります。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。 

・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や、全体

ミーティングでの決定事項などの情報を掲示します。必ずご確認ください。 

・ゼッケンは一枚につき安全ピンを四個使用し、胸の位置に水平につけてください。背中に

つけたり、ゼッケンの上に防寒衣を着て出走したりすることはできません。 

・競技中に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。 
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・携帯電話のような連絡手段を持つもの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、立入禁止区域には絶対に入らないでください。 

 

■要綱 2 訂正 

  個人 JME クラス優勝者への優勝カップ授与（p.6 末尾）はございません。失礼致しました。 

 

■その他注意 

・マイ E カードは使用できません。こちらで配布した E カードのみを使用してください。 

・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。 

・E カードを紛失した場合、実費を頂きます。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。
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■歴代優勝者・優勝校紹介 

  男子選手権者男子選手権者男子選手権者男子選手権者    女子選手権者女子選手権者女子選手権者女子選手権者    男子選手権校男子選手権校男子選手権校男子選手権校    女子選手権校女子選手権校女子選手権校女子選手権校    

第 1 回 鹿島田 浩二（桐朋 2） 田島 利佳（豊岡 1） 桐朋高校 川和高校 

第 2 回 永田 芳樹（桐朋 2） 志村 聡子（川和 1） 桐朋高校 水戸第二高校 

第 3 回 萩原 健（麻布 2） 伊藤 晶子（国分寺 1） 麻布高校 川和高校 

第 4 回 太田 晃弘（麻布 1） 三木 佳子（水戸二 2） 麻布高校 国分寺高校 

第 5 回 鈴木 篤（早実 3） 伊藤 晶子（国分寺 3） 早稲田実業高校 国分寺高校 

第 6 回 石澤 俊崇（早実 3） 酒井 さつき（豊多摩 1） 麻布高校 保谷高校 

第 7 回 榎本 和弘（麻布 1） 酒井 さつき（豊多摩 2） 麻布高校   

第 8 回 榎本 和弘（麻布 2） 丸山 仁美（国分寺 2） 桐朋高校   

第 9 回 中島 篤（箕面 3） 高橋 ひとみ（高専 2） 麻布高校   

第 10 回 岡 俊彦（麻布 1） 高橋 ひとみ（高専 3） 麻布高校   

第 11 回 川上 崇史（麻布 1） 渡邊 信枝（新宿 1） 浦和高校   

第 12 回 川上 崇史（麻布 2） 渡邊 信枝（新宿 2） 麻布高校   

第 13 回 山田 高志（桐朋 1）   桐朋高校   

第 14 回 山田 高志（桐朋 2） 渡邊 信枝（新宿 3） 桐朋高校   

第 15 回 山田 高志（桐朋 3） 渡邊 久美（実践 1） 桐朋高校   

第 16 回 柴本 浩児（桐朋 2） 渡邊 久美（実践 2） 桐朋高校   

第 17 回 山倉 貴之（東海 2） 渡邊 久美（実践 3） 桐朋高校   

第 18 回 齋藤 翔太（桐朋 2） 高野 美春（秋草 1） 桐朋高校   

第 19 回 宇野 夏樹（武相 2） 高野 美春（秋草 2） 東海高校   

第 20 回 宇野 夏樹（武相 3） 高野 美春（秋草 3） 東海高校   

第 21 回 近藤 康満（東海 1）   東海高校   

第 22 回 尾崎 弘和（麻布 2） 藤田 雲母（美濃加茂 1） 麻布高校   

第 23 回 近藤 康満（東海 3） 菅原 早希（松戸国際 3） 東海高校   

第 24 回 宮西 優太郎（東海 3） 太田 一彩子（成蹊 2）    

第 25 回 ? ? ? ? 

＊ 第 24 回大会は東日本大震災により中止・延期。全日本大会との共催で個人戦のみ代替大会開

催。学年は大会当日のもの。 


