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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大会 

要項２ 
 

■期日：2011年 3月 25日(金)～27日（日） 

■主催：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 

実行委員長：堀田 遼 (東京大学 ２年) 

運営委員長：銭 琨 (東京大学 ２年) 

競技委員長：山田 晋太朗 (東京工業大学 1年) 

渉外責任者：小山 達之  (駿河台大学 1年)  

会計責任者：山﨑 純 (東京医科大学 ２年) 

広報責任者：山本 峻丸 (電気通信大学 ２年) 

■ 後援：静岡県オリエンテーリング協会 

富士市教育委員会(申請中) 

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(申請中)  

■ 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 

早稲田大学オリエンテーリングクラブ 

一橋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 

電気通信大学オリエンテーリング同好会 

■ 資材協力：国立大学法人電気通信大学 

この要綱は中学、高校生用のものですので一般参加者は使用できません。 

後日発行する併設大会用の要綱を参照してください。
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■概要                                          

◇２０１１年３月２５日（金） 

○開会式 

○団体戦テクニカルミーティング 

・団体戦競技説明を行います 

・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) 
◇２０１１年３月２６日（土） 

○団体戦 

・会場：富士市立尐年自然の家 

・競技形式：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 

        EMIT社製電子パンチングシステムを使用します。 

○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) 
・個人戦競技説明及びスタート順抽選を行います 

２０１１年３月２７日（日） 

○個人戦 

・会場：富士市立尐年自然の家 

・競技形式：個人によるポイントオリエンテーリング 

          EMIT社製電子パンチングシステムを使用します。 

○表彰式・閉会式 

・会場：個人戦会場に同じ 
 

■宿泊地                                        

今年度はすべての参加者共通で以下の宿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） 

 

＊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ので、各校指導の徹底をよろしくお願

いします。 
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■交通                                          

会場は両日ともに富士市立尐年自然の家です。 

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、プログラム

にて指定いたします。 

 

■競技情報                                      

◇使用地図：『丸火自然公園』 

＊個人戦・団体戦ともに同じ地図を使用します。 

＊地図は 2005年に静岡県オリエンテーリング協会が作成したものを使用。 

＊地図の情報は以下の通りです。 

縮尺 1:10000 等高線間隔 5m 通行可能度 4段階表示 

 

◇テレインプロフィール： 

富士山南麓、標高 500～600 メートルに位置し、森の大部分は杉林で通行可能度は非常に

良好である。道路、林道、小径が数多く発達し、地形は平坦な部分から大変複雑な部分まで

バラエティーに富み、水路(通常乾いている)や一部側面に崖を伴う深い水路が複雑に通って

いるエリアもある。 

（以上 2005年度インターハイプログラムより引用） 

 

◇コース設定者：山田 晋太朗(東京工業大学 1年) 

 

◇コントロールアドバイザー：古谷 嵩(2009年度東京工業大学卒) 

 

◇参加クラス・ウイニングタイム： 

○団体戦（２６日） 
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＊いずれのクラスも３人一組のチームとします。 

 

○個人戦（２７日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊都合によりクラスが統廃合されることがあります。あらかじめご了承ください。 

 

◇スタート時刻（予定）： 

○団体戦（２６日） 

高校生選手権クラス：11:00 

中学生選手権クラス：11:10 

併設クラス：11:20 

○個人戦（２７日） 

一般併設クラス：10:30 

選手権クラス：12:30 

クラス 対象者 ウイニングタイム 

ME（選手権クラス） 高校生 105 分 

WE（選手権クラス） 女子高校生 105 分 

JME（選手権クラス） 中学生 90分 

JWE（選手権クラス） 女子中学生 90分 

XU 男女高校生・中学生・顧問 90分 

クラス 対象者 ウイニングタイム 

ME（選手権クラス） 男子高校生（有資格者） 60分 

WE（選手権クラス） 女子高校生（希望者） 60分 

MS 男子高校生 40分 

WS 女子高校生 40分 

JME（選手権クラス） 男子中学生（希望者） 40分 

JWE（選手権クラス） 女子中学生（希望者） 40分 

MJ 男子中学生 40分 

WJ 女子中学生 40分 
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◇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： 

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。 

■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。 

 

◇団体戦 

［ＭＥ・ＪＭＥクラス］同一高校・中学校の生徒によってチームが編成されていること。 

このとき、生徒の性別は問いません。各校２チームまで出場できます。 

［ＷＥ・ＪＷＥクラス］同一学校の生徒によってチームが編成されていること。このとき、生徒の

性別は女子に限ります。各校２チームまで出場できます。 

［ＸＵクラス］   選手権クラスに丌参加のすべてのチームを対象とします。 

このクラスのみ、同一学校の生徒によってチームを編成する必要はあり

ません。その場合、他校生徒や顧問を含めた３人一組でチームを編成

する「混成」と、個人が団体戦の地図を使って競技を行う「スプリント」の

二つの参加方法があります。 

＊ＸＵクラスの「混成」では、申込みの時点でチームのメンバーが決まっている場合、申込用紙の

備考欄に他のメンバーを記入してください。 

チームを組めない団体戦ＸＵクラス「混成」参加希望者は、委員会側でメンバーを斡旋しますの

で、申込書の備考欄に「斡旋希望」と記入して下さい（ただし、メンバーの斡旋ができなかった場

合は「スプリント」での参加となりますのでご了承ください）。 
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詳しくは申込書の例をご覧ください。 

 

◇個人戦 

高校生男子選手権クラスクラスには、以下の基準で出場を認めます。 

（ａ）前年度選手権大会でＭＥクラスに出場し、選考免除枠を獲徔した当時１・２年の者。 

（ｂ）今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

出場権を獲徔した者。 

（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。 

 

■入賞及び表彰                                  
◇団体戦 

［ＭＥ・ＷＥ・ＪＭＥ・ＪＷＥクラス］・各クラス上位３チームまで 

＊２チーム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。 

［ＸＵクラス］・上位３チームまで 

・中学生のみ、及び女子のみで構成されたチームのそれぞれ上位１チーム 

◇個人戦 

［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 

 

■参加費                                       

18,000円 (大会参加費＋前日宿泊費(２５-２６日)＋バスによる選手輸送費) 
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＊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し引き額を返金

致します。 

 

■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。 

［手順０］ 申し込み方法を選択する 

申し込み方法は、以下の二通りがあります。 

◇郵送による文書書類の提出 

→[手順 1]に進んでください。 

◇メールによるデータ書類の提出 

→[手順 1’]に進んでください。 

なお、[手順 2]以降は共通です。 

［手順１］ 郵送する提出書類を確認し、必要事項を記入する 

提出書類は以下のとおりです。 

  ａ．参加申込書 1（参加人数が多い場合は申込書 1をコピーして使ってください） 

  ｂ．参加申込書 2 

  ｃ．人数確認票 

  ｄ．データブック用学校・選手紹介原稿（Ｂ５サイズ１枚以上を各学校毎に用意） 

＊記入した用紙は全てコピーして各校ごとに保管してください。 

＊データブック用学校・選手紹介原稿は、今年度は必頇とさせていただきます。また、内容

は自由です。学校紹介や注目選手のコメントなど、自由に書いて下さい。枚数には特に上

限はありません。 

［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。 

ａ．指定のエクセルファイル「entry_10IH.xls」 

ｂ．データブック用学校・選手紹介原稿（Ｂ５サイズ相当の pdf ファイル１ページ以上を各学校

毎に用意） 

＊データブック用学校・選手紹介原稿は、今年度は必頇とさせていただきます。また、内容



8 

は自由です。学校紹介や注目選手のコメントなど、自由に書いて下さい。枚数には特に上

限はありません。 

＊データブック用学校・選手紹介原稿のデータ書類を作成するのが難しい場合、代わりに

文書書類として郵送しても構いません。ただしその場合、エクセルファイルと郵送する原

稿の両方にその旨を記入してください。 

［手順２］ 参加費相当額を下記の口座に振込む 

参加費は前日宿泊費（19-20 日）と合わせて一人 18,000 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 

［手順３］ 提出書類を下記の送付先に郵送（送信）する 

◇文書書類を郵送する場合 

郵送先：〒189-0013 東京都東村山市栄町 3-17-34 レウﾞィール久米川栄町 403 

山崎純 行 

＊封筒の裏面には申し込み代表者の住所、氏名学校名を必ず記入し、 

「インターハイ申込書在中」とお書きください。 

◇データ書類をメールに添付して送信する場合 

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年度インターハイ申込」としてください。 

＊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。 
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［手順３'］ 申し込み締め切りを守る 

申し込み締め切りは 2011年 3月 4日（金）消印有効です。 

遅れエントリーは一切認めないので余裕をもって申込手続きを行って下さい。 

 

■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 1週間前までに大会公式サイトで公開します。 

プログラムの郵送を希望される場合は大会参加申込書の「希望する」に丸をつけてください。 

2011年 3 月 19 日(土) までに到着するようお送りいたします。 

プログラムが 3月１9日(土)までに郵送されない場合は、お手数ですが下記の問い合わせ先まで 

ご連絡下さい。 

＊顧問が団体戦に出場する場合はＸＵクラスの「混成」もしくは「スプリント」 となります。「ＭＥ」「ＷＥ」

「JME」「JWE」、及び「ＸＵ」は同一学校の生徒で構成されたチームとします。 

個人戦に関しましては併設大会への参加となります。申し込みはこちらの申込書でしていただけま

すが、参加クラスなどは別途併設大会の要綱をご覧ください。なお、参加費に関しましては生徒と

同じ扱いとなります。 

＊団体戦ＸＵクラスのチームを構成できない参加者がいる場合、その方はスプリントで競技に参加して

いただくか、混成を選択した上で備考欄に「斡旋希望」とお書きください。ただし、斡旋希望を選択さ

れた場合でも他の学校の生徒と混成が組めない場合、スプリントでの参加となります。  

＊メンバー、走順等変更がある場合は、大会当日に提出して頂く「団体戦メンバー走順表」にて変更

が可能です。 

＊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

不えた損傷、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。 

＊今大会での使用地図は『丸火自然公園』です。従いまして大会当日までの参加予定者の同テレイ

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。 

なお、エリアが異なりますので、全日本大会の参加は構いません。 

＊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 

 

■申込み用紙                                    

 当要項に添付の申込み用紙は、以下のものがあります。 

 

・参加申込書１ 

・参加申込書２ 

・人数確認票 

・データブック用原稿フォーム ＊提出必頇 

 

＊プリンタで申し込み用紙が印刷できない方/周りにもプリンタを持っている人がいない方は、

エクセルファイルによるメールエントリーをご利用ください。 

＊申込み用紙が足りないときはコピーして使ってください。 

＊用紙サイズは B5 とします。 

 

以下に記入例を示します。 



11 

参加申込書（例） 

 

（ 1  枚目 /  2 枚中 ） 
 

氏名 ふりがな 学年 性別 団体戦 個人戦 前泊 備考 

富士 晋丸 ふじしんまる 高２ 男 ME ME ○  

銭崎 晃子 せんざきこうこ 高２ 女 XU WE ×  

静岡 遼 しずおかりょう 高２ 女 ― WS × 
個人戦のみ参

加 

中村 達也 なかむらたつや 高１ 男 スプリント MS ○  

立花 奏 たちばなかなで 中３ 女 混成 JWE ○ 
混成メンバー：

武浦・松山（△

×中学） 

岩沢 まさみ いわさわまさみ 中３ 女 混成 JWE ○ 
混成メンバー：

立花・松山（△

×中学） 

樋上 いたる ひのうえいたる 中２ 男 混成 MJ ○ 斡旋希望 

日向 秀樹 ひなたひでき 中１ 男 混成 MJ ○ 
混成メンバー：

神戸・折戸 

神戸 瑚太朗 かんべこたろう 中１ 男 混成 MJ ○ 
混成メンバー：

日向・折戸 

折戸 伸治 おりとしんじ ― 男 混成 A ○ 
顧問 

混成メンバー

日向・神戸 

 

 

＊XU クラスに参加する場合、団体戦の枠には、同一高校（同名であれば、高校生と中学生によ

る編成チームも可能です）の生徒のみでチームが編成された「XU」、顧問や他校の生徒を含

めたチームが編成された「混成」、単独で団体戦に参加する「スプリント」の三種類のうちから一

つを選択してください。さらに「混成」の場合、すでにメンバーが決まっている場合はそのメンバ

ーを備考欄に記入し、メンバーが構成できない場合は備考欄に「斡旋希望」とお書きください。

学校名 ○×高校 



 

 

 

第２４回全日本高等学校オリエンテーリング選手権大会参加申込書 1 

 

 

（  枚目 /  枚中 ） 
 

 

氏名 ふりがな 学年 性別 団体戦 個人戦 前泊 備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

学校名 
 



 

 

 

（  枚目 /  枚中 ） 

 

 

 

 

学校名 

 

 

代表者連絡先 

氏名 電話番号 E-mail 

   

 

プログラム郵送  希望する・希望しない (どちらかに丸をつけてください) 

希望される場合は以下に送付先をご記入ください。 

氏名 電話番号 住所 

   

 

 

第２４回全日本高等学校オリエンテーリング選手権大会参加申込書 2 

参加費総額 
 

備考欄 
 



 

 

人数確認票   （  枚目 /  枚中 ） 

学校名                

団体戦 
ME チーム 

WE チーム 

XU チーム 
（ME/WEは各校それぞれ 2チームまで） 

混成          チーム 

斡旋希望       人 

スプリント         人 

個人戦 

ME 名 WE          名 

MS 名 WS          名 

MJ 名 WJ          名 

併設大会       名   合計          名 
 

全体 

男(生徒) 名 女(生徒) 名 

引率 名 

合計 名 
 

参加費       名 ×   18,000円   

   ＝          円 



 

 

 

 名前                学校名             

 血液型       誕生日          OL 暦    年  

 趣味・特技                              

 自分のオリエンテーリングは？                                      

 戦績                                  

 ライバル                         目標                                  

 メッセージ                                                             

                                                                     

 

 名前                学校名             

 血液型       誕生日          OL 暦    年  

 趣味・特技                              

 自分のオリエンテーリングは？                                      

 戦績                                  

 ライバル                         目標                                  

 メッセージ                                                             

                                                                     

 

 



 

 

 

 

学校データ 


