日本最速
王者決定戦
第８回全日本スプリント
オリエンテーリング大会

競技形態：

ポイントオリエンテーリング スプリント競技

会

雨天決行・荒天中止

信州スカイパーク

場：

長野県松本平広域公園 やまびこドーム

催：公益社団法人日本オリエンテーリング協会

主

管：NPO オリエンテーリングクラブ・トータス

長野県オリエンテーリング協会

ウェブサイト：http://www.tortoise.jp/jsoc2015/
実行委員長：堀田 遼

競技責任者：近藤 康満

運営責任者：宮川 早穂

コース設定者：戸上 直哉

大会コントローラ：高村 卓

随所に点在しており、会場となるやまびこドーム周
辺には走行可能度の高い林が広がります。

優勝設定時間：

（タッチフリー対応 SI カードの数に限りがあるため、

12 ～ 15 分

参加申込者数によって決勝レースのみの使用となる場合があります）

スタート開始時刻（予定）：

地図：NPO オリエンテーリングクラブ・トータス作成

選手権クラス 予選 11:00、決勝 14:00

日本スプリント・オリエンテーリング地図図式（JSSOM2007）適用

一般クラス 12:00

縮尺 1:4,000 等高線間隔 2m 走行可能度 4 段階

旧図：「信州スカイパーク 2010」

長野県オリエンテーリング協会作成、ウェブサイトにて公開中

一般クラス

クラス
ME

M21A
M30A
M40A
M50A
M60A
M70A
M20A
M18A
M15A
M12A
MB

その他の料金：

・SI

WE

N

W21A
W30A
W40A
W50A
W60A
W70A
W20A
W18A
W15A
W12A
WB

参加資格

有資格者

選手権クラスに出場される場合、タッチフリー非対応の SI カードは
タッチフリー対応のものと一時的に無料で交換いたします。

・コンパスを貸し出す際は保証金 3,000 円をお預かりします。
返却後に返金いたします。

・希望者にプログラムと成績表をそれぞれ 1 部 250 円で送付します。
表彰：

・選手権クラスは上位 6 位までを表彰します。優勝者を平成 27 年度
日本オリエンテーリング選手権者（スプリント競技）とします。

・選手権クラスにおいて 大学生と高校生以下 の

可能な限りメールでお問い合わせください。

・一般クラスは上位３位までを表彰します。

それぞれ 上位３位まで を表彰します。

4,000 円

参加費
大学生

3,000 円

高校生以下

2,500 円

1,500 円

1,000 円

一般

19 歳以上
30 歳以上
40 歳以上
50 歳以上
60 歳以上
70 歳以上
16-20 歳
13-18 歳
11-15 歳
12 歳以下
年齢制限なし
―

カードのレンタル料金は 300 円 です。

問合先：

event2015@tortoise.jp 080-5121-1591（堀田）

は遊具や競技場、植え込み、岩など多くの特徴物が

SPORTIdent 社製の SI カード使用
選手権クラスのみタッチフリー使用

（長野県松本市神林 5300）
主

通行可能度の高い芝生が広がっています。公園内に

通過証明・計時システム：

2015 年 10 月 31 日（土）

クラブ７人リレー前日

信州まつもと空港の周囲一帯に整備された公園で、

選手権クラスのみ予選・決勝レース方式

選手権クラス

開催日：

テレイン状況：

2,000 円

1,000 円
500 円

クラス・参加費について：

・選手権クラスへの参加には出場資格が必要です。

詳細は日本オリエンテーリング協会のウェブサイトを
ご覧ください。

・ＥクラスまたはＡクラスへの参加には競技者登録が
必要です。ただし、Ａクラスへは一時登録をすれば
出場できます。

・一時登録料は 16 歳以上 500 円、15 歳以下 0 円です。
・N クラスには個人またはグループで出場できます。
・年齢は 2016 年 3 月 31 日時点での年齢です。

・選手権クラスの参加費は選手権料（1,000 円）を含みます。
・参加申込者が少ないクラスは統合することがあります。

申

込方法

ウェブでの申し込み（個人）

下記の URL にあるフォームに入力の上、送信ください。
http://goo.gl/forms/cnVhO7VNoO

交

メールによる申し込み（団体）

大会ウェブサイトにある所定のエントリーシートに

入力の上、下記のメールアドレスまでお送りください。
event2015entry@tortoise.jp

払込方法

下記の口座に参加費とそのほかの料金を

お振り込みください。手数料は振込者がご負担ください。
ゆうちょ銀行
普通

1359141

○○八店（ゼロゼロハチ店）
フジムラ

リク

振替口座（記号・番号） 10060-13591411

申込締切日

2015 年 10 月 5 日（月）

指定の大会会場での申し込み

下記の大会会場にて所定のエントリーシートに
記入し、参加費をお支払いください。
06 / 07（日）
08 / 23（日）

注

東大 OLK 大会
京葉 OLC 大会

09 / 19（土）- 21（月） インターハイ
09 / 23（水）
10 / 04（日）

意事項

筑波大大会

（茨城）

（千葉・公認 S）
（長野）

（茨城・公認 S）

インカレロング （長野）

・荒天その他いかなる理由で中止になった場合も参加費などは返金いたしません。
・トレーニングコースは設けません。

・ピン付きシューズの使用を禁じます。

通手段

The 8th Japan Sprint Orienteering
Championships 2015

車

長野自動車道 塩尻北 IC より約 10 分です。

駐車場は会場付近に十分な台数を確保しております。

電車

最寄り駅は JR 篠ノ井線 村井駅です。

会場まで徒歩約 40 分、公共交通機関はありません。
また、JR

松本駅 より会場付近まで路線バスが運行しており、

選手権クラスの参加者向けに大会専用バスを運行予定です。

高速バス

新宿駅と名古屋駅より松本駅まで高速バスが運行しております。

大会専用バス

選手権クラス の参加者向けに、10 時頃までに会場に到着するよう、
松本駅付近より大会専用バスを運行予定です。

乗車料金は 1 人往復 1,200 円程度を予定しています。利用を希望する方は

申し込みの際にその旨を必ずご記入ください。

路線バス

松本駅より会場付近まで路線バスが運行しており、
以下の便をご利用いただけます。
松本電鉄 空港・朝日線

松本バスターミナル → やまびこドーム前

8:55 → 9:19、10:05 → 10:29、11:05 → 11:29

松本電鉄 エアポートシャトル

松本バスターミナル → 信州まつもと空港
11:10 → 11:40

松本駅より松本バスターミナルまでは徒歩 5 分、

やまびこドーム前と信州まつもと空港より会場までは
それぞれ徒歩 5 分、15 分です。

・参加者全員を対象とした傷害保険に加入しますが保険金には限りがあります。

・参加者が本人または第三者に与えた損害や損失に関して主催者は一切の責任を負いません。
・申し込みの際にいただいた個人情報は大会運営にのみ使用します。

・撮影した写真や動画は大会ウェブサイトなどに掲載することがあります。

・開催日まで信州スカイパークへオリエンテーリングを目的として立ち入ることを禁じます。

ウェブサイト

問合先

個人申込フォーム

