
第 30回 

全日本高等学校・中学校 

オリエンテーリング選手権 

併設大会要項 
発行日：2016 年 7 月 21 日 

発行者：第 30 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 

発行責任者：吉澤 雄大 (実行委員長) 

編集責任者：大田 将司 (広報責任者) 

■期日：2016 年 9 月 10 日(土)・11 日（日） 

■主催：全国高校生・中学生オリエンテーリング連盟 OS 会 

■主管：第 30 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 

実行委員長：        吉澤 雄大 (慶應義塾大学 3 年) 

競技責任者・コース設定者： 佐藤 遼平 (東京大学 2 年) 

運営責任者：      晝間 悠生   (慶應義塾大学 2 年) 

渉外責任者：        坂梨 敬哉 (慶應義塾大学 3 年) 

会計責任者：        長井 健太 (東京農工大学 2 年) 

広報責任者：        大田 将司 (一橋大学 2 年) 

イベントアドバイザー：   戸上 直哉 (東京工業大学 2015 年度卒) 

■後援：日本オリエンテーリング協会 

長野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 

    多摩オリエンテーリングクラブ 

■協賛：多摩オリエンテーリングクラブ 

    O-support 

■協力：ジュネス八ヶ岳 

慶應義塾大学オリエンテーリング同好会 

早稲田大学オリエンテーリングクラブ 

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チーム 

東京農工大学オリエンテーリングクラブ 

筑波大学オリエンテーリング部 

京都大学オリエンテーリングクラブ 

名古屋大学オリエンテーリングクラブ 

東京理科大学オリエンテーリングクラブ 

東京 OL クラブ 

 

後援・協賛・協力団体は追加となる場合があります。 



この要項は併設大会参加者向けのものです。 

 

今大会は第 30 回インターハイの併設大会です。今年は久しぶりに共催なしの大会となります。 

 

記憶に新しい人も多いでしょう、昨年度インカレロングのテレイン「富士見の森」。今年はこの

壮大な舞台を中高生が駆け抜けます。1 年に 1 度のインターハイ、これまで磨いてきた全ての

力が発揮される場です。青春をオリエンテーリングに捧げてきた彼らの走りを皆さんのその目

に焼き付けて頂きたいと思います。 

 

昨年同様に 1 日目はロング競技、2 日目はリレー競技と一斉スタート形式のミドル競技を用意

いたします。11 月のインカレや翌週の CC7 に向けた対策・調整にもピッタリです。 

 

高原の白く美しい森に早秋の涼しい風が吹き抜ける富士見高原で、みなさまのご来場をお待ち

しております。 

 

(2016 年インターハイ実行委員長 吉澤雄大) 

 

■日程 

9 月 10 日 （土）  ロング競技 

9 月 11 日 (日)   リレー競技、ミドル競技 (一斉スタート形式) 

 

■開催地 

長野県富士見町 

 

■会場（予定） 

9 月 10 日  ジュネス八ヶ岳陸上競技場 

9 月 11 日  ジュネス八ヶ岳敷地内 

 

■交通 

・電車 

中央本線 富士見駅より送迎バスで約 15 分 

 

・自家用車 

中央道小淵沢 IC より約 6km 

 

※お車でお越しの方、送迎バスを利用する方は、お申し込みの際にエントリーシートの備考欄に

ごそれぞれ記入をお願いします。送迎バスは無料です。 

※中央道は非常に渋滞しやすいです。余裕を持った行動を推奨いたします。 

 

 

 

電車でお越しの方、推奨する電車を以下に記載します。 



新宿 高尾 小淵沢 富士見 備考 

7:00 発   8:56 着   特急スーパーあずさ 1 号 

  6:42 発 9:02 発 9:10 着   

7:30 発   9:36 着  9:42 着 特急あずさ 3 号 

  7:06 発   9:51 着 甲府で乗換 

※ 上記の特急の指定席は人気で取りづらいです。利用される場合はお早めの確保を推奨いたしま

す。JR の特急の指定席は 1 か月前からみどりの窓口などで購入できます。 

 

■宿泊 

 インターハイ実行委員会での宿泊の斡旋はいたしません。各自で宿泊の予約をお願いします。 

 

■競技情報 

◇競技形式 

EMIT 社製電子パンチングシステムを使用します。 

１日目  

○ロング 

ロング・ディスタンスのポイントオリエンテーリング 

 

2 日目 

○リレー 

１チーム 3 人によるリレー形式のポイントオリエンテーリング 

○ミドル 

 一斉スタート形式のポイントオリエンテーリング 

 

◇使用地図 

個人戦・団体戦：『富士見の森』(2015 年作成、2016 年修正) 

縮尺 1 日目の下記クラス以外 1:10000 

※AL・AS クラス 1:15000(予定) 

等高線間隔 5m 通行可能度 4 段階表記 

 

■設置クラス・優勝設定時間 

ロング競技 

クラス名 対象者 優勝設定時間 

AL 上級者 55分 

AS 中級者・上級者 40分 

B 中級者 40分 

N 初心者 40分 

※人数が多いクラスは分割する場合があります。 

 

リレー競技 

クラス名 対象者 優勝設定時間 

OR 中級者 105 分 



 

ミドル競技(一斉スタート形式) 

クラス名 対象者 優勝設定時間 

OML 上級者 35 分 

OMS 中級者 35 分 

 

＊優勝設定時間は変更の可能性があります。 

 

■トップスタート時刻（予定） 

・ロング競技 10 日 11:00 

・リレー競技  11 日  11:10 

・ミドル競技（一斉スタート形式）11 日 11:00 

 

■入賞及び表彰 

・ロング競技 各クラス上位 3 人 

・リレー競技 上位 3 チームまで 

・ミドル競技 各クラス上位 3 人まで 

 

■参加費 

・ロング競技 1800 円 

・リレー競技 1 チーム 5400 円 

・ミドル競技 1800 円 

 

※参加費にはテレイン利用料 500 円/日が含まれています。 

※E カードレンタルは 300 円/日です。両日参加される場合は 2 日間で 500 円とします。 

※1日目のロング競技と 2日目のリレーまたはミドル競技に両日参加される場合は合計の参加費

から 600 円値引きいたします。 

※2 日目のリレー競技(OR クラス)の当日参加はありません。ご注意下さい。 

 

■申込方法 

申込はメールにて提出してください。メールによる提出が困難な場合はご相談ください。 

［手順 1］ 下記の書類に必要事項を記入して、添付したメールを送信する。 

提出書類は以下のとおりです。 

指定のエクセルファイル「entry_16IH 併設」 

 

送信先：ih2016ol◆gmail.com（◆を@に直してください。） 

担当者：晝間 悠生（運営責任者） 

＊メールの件名は「2016 年度インターハイ併設大会申し込み」としてください。 

 

［手順 2］ 参加費相当額を下記の口座に振込む。 

参加費は上記の金額です。団体ごとにまとめて 

○郵便振替の場合 



記号  10120 

番号  52989581 

名義  インターハイ実行委員会 

○銀行振込の場合 

銀行名  ゆうちょ銀行 

店名  〇一八（読み ゼロイチハチ） 

種別  普通 

口座番号     5298958 

名義  インターハイジッコウイインカイ 

 

・いずれも代表者への確認メールを以て、申込受付の完了とします。メール送信後 72 時間経

過しても返信がない場合は、恐れ入りますがお問い合わせください。 

・申込締切は 2016 年 8 月 15 日（月）です。日付が変わるまでにメールを送信し振込を完了

した申込のみ受理いたします。 

 

■注意事項 

・当日は万が一に備え、各自保険証をご持参ください。 

・本大会はスポーツ傷害保険に加入いた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。 

・要項の内容は変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。 

・質問、疑問等がございましたら下記の問い合わせ先までご連絡ください。 

 

■問い合わせ先 

 ・窓口：吉澤雄大（実行委員長） 

 ・電子メール（推奨）：a25x2512 [a]gmail.com （[a]を@に直して下さい。）  

 ・電話（緊急時）：080-3512-5208 

 ※メールの件名に【インターハイに関して】と加えてください。 

 

(要項終わり) 


