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第２４回

全日本高等学校・中学校

オリエンテーリング選手権 代替大会

要項

■ 期日： 2011 年 4 月 30 日(土)～5 月 1 日（日）

■ 主催：（社）日本オリエンテーリング協会

第 24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

第 37回全日本オリエンテーリング大会実行委員会

本大会は、第 24 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が東北地

方太平洋沖地震により中止となったことを受け、開催されるものです。先の地震に

より被災された方には、心からお見舞い申し上げます。

例年のインターハイとは大きく異なる部分があります。以下の大会概要をよく読ん

でエントリーしてください。

なお、今回の代替大会は第 37 回全日本オリエンテーリング大会との共催となります。

共催を快く受け入れてくださった全日本大会実行委員会および関係者の皆様方に深

くお礼申し上げます。
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■概要                                         
２０１１年４月３０日（土）

○開会式

○個人戦テクニカルミーティング

・会場：村山ジャンボ(詳しい場所はプログラムにてお知らせします)
・個人戦競技説明を行います

２０１１年５月 １日（日）

○個人戦

・会場：岩倉学園（静岡県富士市大淵）

・競技形式：個人によるポイントオリエンテーリング

Sportident 社の SI カードを使用（MySI はご利用いただけません）

○表彰式・閉会式

・会場：個人戦会場に同じ

■宿泊地                                       

参加者には実行委員会の指定する宿に学校別に宿泊していただきます。

『村山ジャンボ』

住所：〒418-0012 静岡県富士宮市村山１０７１－２

電話番号：0544-24-0044

アクセス：JR富士宮駅からバスで 20分（送迎します）

『西の家』

住所：〒418-0103 静岡県富士宮市上井出 1774

電話番号：0544-54-0277

アクセス：JR富士宮駅からバスで 25分（送迎します）

＊指定宿泊施設、チェックインの時刻はプログラムにて指定いたします。

＊寝坊・遅刻などに関して運営者は一切責任を負いません。各校指導の徹底をお願いし

ます。

■交通                                        

会場は岩倉学園です。

選手・顧問は全員、当日朝に指定の宿舎からのバス輸送を行います。

宿泊地への交通は、JR富士宮駅よりバスで送迎を行います。時間等につきましては、プ
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ログラムにて指定いたします。

■競技情報                                     

◇使用地図：静岡県オリエンテーリング協会作成

縮尺１：１５０００（ＭＥクラス・ＪWＥクラス）、１：１００００（その他の

クラス）

等高線間隔５ｍ、通行可能度４段階、ＪＳＯＭ２００７準拠、ビニール袋入り

◇テレインプロフィール：本テレインは、1989年に作成された「富士愛鷹」（1998 年「雨

降り山物語」にて修正版作成）のうち国道 469 号より北の部分に、

砂沢、丸火西部を接続したものです。

テレインは富士山の溶岩によって形成された南西を向いた片斜面

です。全体的には緩やかな傾斜ですが、一部に比高 10m 程度にえ

ぐれた深い沢があり、崖や岩がちの沢床が通行を難しくしていま

す。また溶岩の先端の比高は 10～30m 程度ですが、比較的急斜面

となっています。深い沢底を除いて岩石の存在は限られています。

走行可能度は概ね良く、走行容易（JSOM405）は 50%を越えます。

一方、放置された間伐用林道周囲と間伐地の走行可能度は悪いで

す。テレインにはいくつかの未舗装の林道が通過していますが、

小道、小径は限られています。（全日本大会プログラムより）

◇コース設定者：篠原岳夫（渋谷で走る会）

◇参加クラス
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・代替大会へ参加できる選手は、第 24 回インターハイにエントリーしていた選手もし

くは既に全日本大会にエントリーしていた選手のみとなります。

・基本的に、代替大会での参加クラスは本大会での参加クラスのみにエントリーするこ

とができます。但し、以下の例外があります。

・インターハイ MEクラスが全日本大会 M20Eクラスに吸収されたことにより、か

なりレベルが高いものとなっています。今回、コース途中に関門の設置及び距

離短縮を検討していますが、不安な選手は MSクラスへの変更を許可します。

・全日本大会 M21Eにエントリーしている選手は、M21E クラスに出場するか M20E クラス

に出場するか選択することができます。M21E に参加する場合、インターハイとしての

表彰は行いません。

◇スタート時刻（予定）：10:00

今回、運営上の都合により、テクニカルミーティングでのスター

ト順抽選を行いません。事前に実行委員会による厳正なる抽選を

行い決定いたします。

◇トレーニングコース：

特別に設置は致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なってください。

◇出走時の装備について：

インターハイクラ

ス

全日本大会

クラス
対象者

ウイニングタイム（予

定）

ME（選手権クラス） M20E 男子高校生（有資格者） 70 分

WE（選手権クラス） W20A 女子高校生（希望者） 60 分

MS M18A 男子高校生 60 分

WS W18A 女子高校生 50 分

JME（選手権クラ

ス）
M18A 男子中学生（希望者） 60 分

JWE（選手権クラ

ス）
W20E 女子中学生（希望者） 60 分

MJ M15A 男子中学生 50 分

WJ(申込なし) (なし) 女子中学生 (なし)
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服装は長袖長ズボンを推奨致します。

GPS・高度計など自分の位置を測定できる物や、携帯電話のような連絡手段を持つ物

を携帯したままの出走は認めません。

■インターハイ（本大会）の出場資格                      

◇高校生各クラス

学校教育法及び文部科学省学校設置基準に基づく高等学校及び高等専門学校

に在学しており、心身ともに健康な者。但し、高校生選手権クラス参加は３年

目までとする。

◇中学生各クラス

2011 年 4月１日時点での年齢が 13‐15歳で、心身ともに健康な者。

◇個人戦

高校生男子選手権クラスには、以下の基準で出場を認めます。

（ａ）09年度選手権大会でＭＥクラスに出場し、選考免除枠を獲得した当時１・２

年の者。

（ｂ）10年度関東高校生オリエンテーリング連盟選考会及び東海・関西地区選考会

において出場権を獲得した者。

（ｃ）以上（ａ）（ｂ）の資格に該当する者がいない学校からは、学校代表として

各校１名まで出場できます。

（ｄ）何らかの正当な理由で選考会へ出場できなかった者のうち、過去に顕著な成

績を残し、選手権クラスに出場するに値すると実行委員会側が判断した者。

なお、高校生女子選手権クラス・中学生選手権クラス及びその他の一般クラスには特に

出場制限は設けません。

（第 24回インターハイ要綱 2より抜粋）

なお、前述の通り、代替大会へ参加できる選手は、第 24 回インターハイにエントリー

していた選手もしくは既に全日本大会にエントリーしていた選手のみとなります。

10 年度に高校・中学を卒業した選手でも、インターハイ本大会にエントリーしていた選

手であれば、代替大会に出場することができます。11年度に新たに中学生となった者は



6

参加できません。

■入賞及び表彰                                 
［ＭＥクラス］ 上位６位まで

［ＷＥクラス］ 上位３位まで

［ＪＭＥクラス］ 上位３位まで

［ＪＷＥクラス］ 上位３位まで

［その他のクラス］ 上位３位まで

なお、表彰は全日本大会・インターハイ代替大会それぞれで行います。

但し、全日本大会として表彰するのは、3 月時点で全日本大会にエントリーしていた選

手のみとなります。

■参加費                                      

11,000 円 (大会参加費＋前日宿泊費＋バスによる選手輸送費)

■申込方法                                     

申し込みは、学校毎にまとめて行って下さい。書類は必ず提出してください。

申し込み締め切りは 2011 年 4 月 19 日（火）12：００です。

エントリー期間が短くなっているため、送金が数日遅れるのは構いませんが、書類の送

信は必ずこれまでに行ってください。

遅れエントリーは一切認めません。

［手順１］ メールに添付するデータ書類を確認し、必要事項を記入する

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_daitai.xls」

データブックの提出はありません。

［手順 2］ 提出書類を下記の送付先に送信する

提出書類をメールに添付して送信してください。

送信先：ih2010_orienteering＠yahoo.co.jp (@を半角にかえてください)

＊メールのタイトルは「2010 年度インターハイ代替大会申込」としてください。
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［手順３］ 参加費相当額を下記の口座に振込む

参加費は前日宿泊費（19-20 日）と合わせて一人 11,000 円です（*顧問等も同額）。

参加人数分の参加費・前日宿泊費を振込んで下さい。

◇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

＊いずれも申し込み代表者への確認メールを以て、申し込み受付の完了とし

ます。

■その他の注意                                  

＊参加者は大会運営の都合上、実行委員会側で用意した宿に宿泊していただきます。

＊プログラムは可能な限り早めに大会公式サイトで公開します。

なお、日程上の都合により、プログラムの郵送はいたしません。

＊ウイニングタイムは変更の可能性があります。

＊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、障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。

＊大会当日までの参加予定者の本テレインへの立ち入りを禁止致します。立ち入りが判明し

た場合、学校単位で失格とします。立ち入り禁止エリアの詳細は、全日本大会サイトを参

照してください。

＊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。
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■問い合わせ先                           

・広報担当：山本 峻丸

・電子メール（推奨）：ikyamamoto.orienteering+ih2010＠gmail.com（＠を半角に直し

てください）

・電話（緊急時）： 070-6571-7311


