
東京2020オリンピックの会場を走り回ろう！
ふくしま２Days
第12回全日本スプリントオリエンテーリング大会　　　　　　　　　　令和元年11月16日（土）
佐藤克己記念第30回福島県ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ選手権大会兼第59回二本松大会　令和元年11月17日（日）

大　会　要　項
　東京2020オリンピックまで、あと１年。福島県では野球・ソフトボールが開催されます。
　福島県オリエンテーリング協会では、オリンピック会場となる福島市の「あづま総合運動公園」をテレインに２日間大会を開催
します。
　オリンピック会場を駆け抜けて、オリエンテーリングを楽しみましょう！

＜開 催 日＞　令和元年11月16日（土）、17日（日）　雨天決行・荒天中止
＜場      所＞　２日間とも「あづま総合運動公園」（福島市佐原字神事場１番地） http://www.azumapark.or.jp/
＜交通手段＞　自家用車　　：東北自動車道「福島西IC」から７㎞。駐車場は、あづま総合運動公園大駐車場を利用予定。
　　　　　　　公共交通機関：ＪＲ「福島駅」西口から12km、バスもしくはタクシーを利用。
　　　　　　　　　　　　　　バスは福島駅東口からの乗車（所要時間約30分、1時間30分に1本程度運行）となります。
＜後援(予定)＞　福島県、福島市、（公財）福島県体育協会、福島民報社、福島民友新聞社

大会１日目＜11月16日（土）＞　第12回全⽇本スプリントオリエンテーリング⼤会（ＪＯＡ公認カテゴリS大会）

主　催：公益社団法人 日本オリエンテーリング協会
　　　　福島県オリエンテーリング協会
主　管：福島県オリエンテーリング協会
ウェブサイト：http://zin2.d.dooo.jp/OL/information/sp
大会実行委員長・運営責任者
　加藤一郎（福島県オリエンテーリング協会会長）
競技責任者・コース設定者
　渡辺研也（福島県オリエンテーリング協会）
イベントアドバイザー
　高村　卓（埼玉県オリエンテーリング協会・ＪＯＡ）
競技形式
　ポイントオリエンテーリング スプリント競技
　選手権クラスのみ予選・決勝方式
競技規則
　（公社）日本オリエンテーリング協会が定める「日本オリエ
　ンテーリング競技規則」に従う。
コントロール位置説明
　JSCD2008 による。ただし、Nクラスは日本語説明併記。
地　図
　縮尺 1:4,000、等高線間隔 2m、走行可能度４段階
　ISSprOM2019に準拠
　※第68回全国レクリエーション大会（平成26年９月20日開催）で使
　　用したMap「あづま総合運動公園」（福島県オリエンテーリング
　　協会作成）を修正して使用。旧図は、Webサイトで公開。

通過証明
　SPORTident社電子パンチングシステム（SI）使用。
　選手権クラス決勝のみ、SIAC（SPORTident ActiveCard/
　タッチフリー）を使用します。

スケジュール（予定）
　受付開始 9:30～
　選手権クラス予選スタート 11:00
　選手権クラスフィニッシュ閉鎖 12:30
　一般・オープンスタート 12:30
　選手権クラス決勝出場者隔離 12:45
　一般・オープンクラスフィニッシュ閉鎖（同表彰）13:45
　選手権クラス　決勝スタート 13:45～
　選手権クラス　決勝クラス表彰・閉会式 15:00頃
　エキシビジョンミニレース 15:00～
　フィニッシュ閉鎖 16:00
　会場閉場 16:30

優勝設定時間
　選手権：予選10－12分、決勝12－15分
　その他のクラス：15－20分

テレイン状況
○あづま総合運動公園は、福島市の西部にある標高160m～
　200ｍの扇状地形の場所に南北約２km×東西約200～500m
　にわたって整備された公園です。
○公園内には遊具や競技場、植え込みなど多くの特徴物が随
　所にあります。公園内にある林の中には、複数の小道が整備
　されていますが、通行可能度は必ずしも良好ではありません。
○また、グラウンド等の一部の芝生が冬期養生期間に入るた
　め通行に制約を受ける場所もあります。

　服装・用具
　ピンつきシューズ（金属、非金属とも）の使用を禁止します。
トレーニングコース：設けません。
表　彰：選手権クラスは6 位まで、その他のクラスは3 位まで　
　　　　表彰します。オープンクラスの表彰はありません。

　

クラスおよび参加資格　M：男子、W：女子

　年齢は2020（令和2）年3月31日に達する年齢です。
　※選手権クラス（ME、WE）出場には参加資格が必要です.
　　詳細はJOAのWebサイトをご覧ください。
　※Ｅクラス及びＡクラスへの参加には競技者登録が必要です。
　※男子（Ｍ）クラスにには女子の出場も可能です。　
　※選手権クラス決勝進出は、予選上位男子30名、女子20名。
　※参加申込者が少ないクラスは統合することがあります。
【当日参加（オープンクラス：OA、OB、ON）】
　オープンクラスに参加の方は、２日前までに出場の旨の連絡

をお願いします。当日申込は受け付けませんので注意願いま
す。　※OA：35Aｸﾗｽ相当　OB：Bｸﾗｽ相当　ON：Nｸﾗｽ相当

ME（選手権） 無制限 WE（選手権） 無制限
M21A 19歳以上 W21A 19歳以上
M35A 35歳以上 W35A 35歳以上
M50A 50歳以上 W50A 50歳以上
M60A 60歳以上 W60A 60歳以上
M70A 70歳以上 W70A 70歳以上
M80A 80歳以上 W80A 80歳以上
M20A 16-20歳 W20A 16-20歳
M18A 13-18歳 W18A 13-18歳
M15A 13-15歳 W15A 13-15歳
M12 12歳以下 W12 12歳以下
M10 10歳以下 W10 10歳以下
MBL(距離長め) 無制限 WBL(距離長め) 無制限
MBS(距離短め) 無制限 WBS(距離短め) 無制限
N（初心者・年齢制限なし）：個人またはグループ



大会２日目＜11月17日（日）＞
　佐藤克己記念  第30回福島県ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ選手権大会
　兼第59回二本松大会

主　　催：福島県オリエンテーリング協会
　　　　　二本松オリエンテーリングクラブ
参加資格：誰でも参加できます。
　※福島県選手権資格：以下のいずれかを満たす者となります。
　　①福島県に在住または勤務・通学する者
　　②福島県出身の学生、③県協会会員
　　④福島県に競技者登録している者
競技形式
　ポイントオリエンテーリング（ミドルディスタンスを予定）
競技規則
　（公社）日本オリエンテーリング協会が定める『日本オリエ
　ンテーリング競技規則』に準用します。　
地　図
　大会１日目の地図（あづま総合運動公園）を使用します。
コントロール位置説明
　JSCD2008 による。ただし、Nクラスは日本語説明併記。
通過証明
　Ｅｍｉｔ社製Ｅカード使用。
　※マイカードをお持ちの方は持参ください。お持ちでない方
　　にはレンタルいたします（３００円）
表　彰
　各クラスとも、１位～３位に賞状を授与します。
　※福島県選手権者の称号は、各選手権対象クラスの有資格者
　　中、最上位者に与えます。
　※M(W)60A、M(W)20Aクラスは、年齢層別の表彰を行いま
　　す。また、特産品が当たるお楽しみ抽選会もあります。
スケジュール
　受　付　　9:00～10:00
　スタート 10:00～（スタート閉鎖 11:30）
　表彰式　 12:00頃～
　フィニッシュ閉鎖 13:00
服装・用具
　ピンつきシューズ(金属、非金属とも)の使用を禁止します。

参加費：１日目（全日本スプリント大会）

・ＳＩカードのレンタル料金は、300円です。レンタルの方は、
　参加費に合わせてお支払いください。
・事前申込のＥ、Ａクラスの参加費には、JOA会員支援金500
　円が含まれています。また、Ｅクラスの参加費には、選手権
　料1,000円も含まれています。
・プログラム及び成績表を希望する方は、それぞれ＋300円と
　なります。

クラスおよび参加資格

　年齢は2020（令和2）年3月31日に達する年齢です。
　※男子（Ｍ）クラスにには女子の出場も可能です。
【当日参加について】
　◇地図に余裕があるクラスに、先着順で参加できます。
　◇地図がなくなった時点で、OA、OB、ONクラスでの参加に
　　なります。

男  子 女  子
MA WA 無制限（男女選手権）
M35A W35A 35歳以上（シニア選手権）
M50A W50A 50歳以上（ベテラン選手権）
M60A W60A 60歳以上（熟年選手権）
M20A W20A 20歳以下（ジュニア選手権）
MB WB 無制限（中級者）
N（初心者・年齢制限なし）：個人またはグループ

参加費及び参加申込

クラス 一　般 大学生 高校生以下

ME、WE 4,000円 3,000円 2,000円

Aクラス 3,000円 2,000円 1,500円

Bクラス 2,500円 2,000円 1,500円

12、10、N (ON) 1,000円 1,000円 　700円

OA、OB 3,000円 2,000円 1,500円

Ａクラス 2,000円

Ｂクラス及び18歳以下 1,500円

小学生・Ｎクラス 　800円

参加費：２日目（福島県選手権大会）

※２日目のみ参加の方、１日目参加で当日申込される方

１日目参加の方は、事前申込すれば1,000円（Nクラスは
500円/名）で参加できます。※Eｶｰﾄﾞﾚﾝﾀﾙの場合は、300円加算。

※Eカードレンタル料は
　300円となります。

参加申込　※Nｸﾗｽ参加の方は、下記２の方法でお申し込みください。
１　Japan-O-entrＹでの申し込み
　https://japan-o-entry.com にて、お申込みください。
　※大会１日目（全日本スプリント大会）のみ、もしくは２日
　　間（全日本スプリント大会及び県選手権大会）参加される
　　方が利用できます。
　※大会２日目（県選手権大会）のみに参加の方は、下記２の　
　　「メール・郵便等」でお申し込みください。
　※参加費の振込はサイトの指示に従ってください。
　※エントリー後、一定期間を経過しても参加費の支払がない
　　場合、サイト規定によって申込が取り消されます。

２　メール・郵便等での申し込み
　大会ウェブサイトからエントリーシート（エクセル形式）を
　ダウンロードし、必要事項を記入の上、メールの場合はメー
　ルに添付、郵便・FAXの場合は印刷して申し込むとともに、
　参加料等を下記振込（郵便振替）先へ振り込んでください。
　※振替手数料は自己負担でお願いします。また、振替用紙の
　　通信欄には、参加クラス・氏名を記入願います。）
　◆振 込 先
　　◇加入者名　福島県オリエンテーリング大会　県ＯＬ大会
　　◇口座番号　０２２００－８－９０８５６

申込締切
　2019（令和元）年１０月２７日（日）送信・消印有効

　
問い合わせ先（申し込み先）
　福島県オリエンテーリング協会事務局：廣田雅幸
　　電　話　：０９０－２８８２－３３１３（17:30以降）　Ｆ Ａ Ｘ ：０２４－５５９－２７１５（廣田）
　　Ｅメール：hirohiro@cosmos.ocn.ne.jp
　　郵　便　：〒960-8003　福島市森合字北谷地13-9  廣田雅幸気付



その他、注意事項

※　事前申込者はスタート時刻を指定します。また欠場の場合の代走出場は認めません。
※　傷害保険には、大会主催者で加入しています。
※　参加者が自分自身および第三者に与えた事故・損傷・損害について、大会主催者はその責任を負いません。また、ゴミはすべ
　て持ち帰ってください。
※　本大会の申込にあたって得た個人情報は、本大会の運営の遂行目的でしか使用しません。なお、主催者が大会中に撮影した画
　像や映像は、大会報告や今後の大会企画の活動に利用させていただく場合がありますので、予めご了解ください。
※　記載事項に変更があった場合は、大会ウェブサイトに更新情報を掲載するとともに、プログラム及び大会当日の公式掲示板で
　お知らせします。
※　コンパスをお持ちでない方は貸し出します。

※　大会当日まで、オリエンテーリングを目的に「あづま総合運動公園」及び隣接する「水林自然林」「四季の里」　
　に立ち入ることを禁止します。ご協力をお願いします。


