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■期日：2013 年 9 月 21 日（土）～23 日（月・祝）
■場所：静岡県富士宮市
■会場：スポーツビレッジ 村山ジャンボ
■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 27 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：深田
運営責任者：大井
競技責任者：宮川
渉外責任者：遠藤
会計責任者：山中
広報責任者：平木

恒（東京大学 2 年）
真（東京大学 2 年）
早穂（立教大学 2 年）
豪志（慶應義塾大学 2 年）
晴揮（東京大学 3 年）
達也（東京大学 3 年）

イベントアドバイザー：三谷 洋介（東京大学 2012 年度卒業）
特別アドバイザー（計算センター）：燧 暁彦（東京大学 2012 年度卒業）
■共催：静岡県オリエンテーリング協会
■後援：多摩オリエンテーリングクラブ
■協力：慶應義塾大学オリエンテーリング同好会
東京工業大学オリエンテーリング部
東京大学オリエンテーリングクラブ
早稲田大学オリエンテーリングクラブ
後援・協力団体は追加となる場合があります。
この要項は中高生専用ですので、共催となる中日東海ブロックオリエンテーリング大会への参加を
希望される方は中日東海大会 HP（http://www.orienteering.com/~shizuoka/Info130922.html）よ
り要項をご覧ください。
■日程：2013 年 9 月 21 日（土）
開会式・個人戦テクニカルミーティング
2013 年 9 月 22 日（日）
個人戦・団体戦テクニカルミーティング
2013 年 9 月 23 日（月・祝） 団体戦・表彰式・閉会式

■概要
◇2013 年 9 月 21 日（土）
○開会式 19 時 30 分開始（予定）
会場：村山ジャンボ バーベキュー場（予定）
○個人戦テクニカルミーティング・個人戦スタート順抽選
開会式に引き続いて行います。
個人戦競技説明及び、男子高校生選手権クラスのスタート順抽選を行います。
◇2013 年 9 月 22 日（日）
○個人戦
会場：村山ジャンボ 野球場
○団体戦テクニカルミーティング 19 時 30 分開始（予定）
会場：村山ジャンボ バーベキュー場（予定）
団体戦競技説明を行います。
◇2013 年 9 月 23 日（月・祝）
○団体戦
会場：村山ジャンボ 野球場
○表彰式・閉会式
会場：村山ジャンボ 野球場
■宿泊地
参加者は大会期間中、以下の宿に宿泊していただきます。
『スポーツビレッジ 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：0544-27-8438
■交通
◇宿泊施設まで
大会バスを用意いたします。バスにつきましては、別途案内を発行いたしますので、それを
参照してください。
◇宿泊施設～会場
徒歩での移動となります。移動経路、時間などはプログラム、テクニカルミーティングで指
示いたします。

■競技情報
◇競技形式
個人戦・団体戦共に EMIT 社製電子パンチングシステムを使用します。
○個人戦
個人によるポイントオリエンテーリング
○団体戦
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
（ワンマンクラスは個人による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：『村山口登山道』（2008 年作成、2013 年修正）
団体戦：『日沢』（2008 年作成、2013 年修正）
縮尺（予定） 1:15000（個人戦選手権クラス）
1:10000（個人戦一般クラス、団体戦）
等高線間隔 5m 通行可能度 4 段階表記
◇テレインプロフィール
○『村山口登山道』
全体的に針葉樹の成熟した植林地で、通行可能度は良い。全体的に中程度の傾斜で、部分的
には深い沢が発達するとともに、所々に微地形が見られる。中央を東西に走る林道があり、
林道より南の部分では比較的道・小道・小径が発達しているが、北の部分にははっきりした
道は少ない。耕作地はほとんど見られない。
（共催大会 第 55 回中日東海ブロックオリエンテーリング大会要項より引用）
○『日沢』
全体的に針葉樹の成熟した植林地だが、植生は村山口に比べて悪く、視界の限られる部分も
多い。１本ある深い沢を除くと急斜面は少なく、部分的に微地形が発達した場所もある。林
道・農道が比較的多い。
（共催大会 インターハイ応援ミドルオリエンテーリング大会要項より引用）
◇設置クラス・優勝設定時間
○個人戦
クラス名

略称

対象者

優勝設定時間

男子高校生選手権クラス

ME

有資格者

55 分

女子高校生選手権クラス

WE

女子高校生（希望者）

45 分

男子中学生選手権クラス

JME

有資格者

45 分

女子中学生選手権クラス

JWE

女子中学生（希望者）

50 分

男子高校生一般クラス

MS

高校生

40 分

女子高校生一般クラス

WS

女子高校生

50 分

男子中学生一般クラス

MJ

中学生

40 分

女子中学生一般クラス

WJ

女子中学生

45 分

男子中学生/高校生新人クラス JMF/MF

※下記参照

40 分

女子中学生/高校生新人クラス JWF/WF

※下記参照

35 分

＊新人クラスへの出場は、2013 年 4 月以降にオリエンテーリング競技を始めた選手を対象と
します。新人クラスに関して質問等ありましたらお問い合わせください。
＊優勝設定時間は変更の可能性があります。
○団体戦
クラス名

略称

対象者

優勝設定時間

男子高校生選手権クラス

ME

高校生

96 分

女子高校生選手権クラス

WE

女子高校生

100 分

男子中学生選手権クラス

JME

中学生

105 分

女子中学生選手権クラス

JWE

女子中学生

110 分

一般クラス

XU

高校生・中学生・顧問

100 分

ワンマンクラス

OM

高校生・中学生・顧問

25 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）
○個人戦
選手権クラス
11:30
一般クラス
10:00
○団体戦
ME・WE
JME・JWE
XU・OM

10:30
10:40
10:50

◇トレーニングコース
特別に設置はいたしません。
◇本大会当日まで『村山口登山道』と『日沢』のテレインをクローズとし、参加予定者のこれ
らのテレインへのオリエンテーリング目的での立ち入りを禁止します。なお、これらの地図
範囲に含まれる宿泊施設への宿泊、及び、道路の通行は妨げません。
■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 年目までとします。
◇中学生各クラス
2013 年 4 月 2 日時点での年齢が 12‐14 歳で、心身ともに健康な者。
◇個人戦
○選手権クラス
男子選手権クラスは、大会ホームページ掲載のセレクション要項記載のいずれかの方法で出
場権を得た選手のみ出場できます。女子選手権クラスには特に出場制限を設けませんが、一
般クラスよりもコースの難易度が高めであることをご了承のうえ出場ください。
○一般クラス

選手権クラスに出場しないすべての参加者を対象とします。男子クラスへの女子の参加は妨
げませんが、女子クラスへの男子の参加は認めません。
○新人クラス
2013 年 4 月以降にオリエンテーリング競技を始めた選手を対象とします。男子クラスへの
女子の参加は妨げませんが、女子クラスへの男子の参加は認めません。
◇団体戦
○選手権クラス
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。各校 2 チームまで出場でき
ます。男子クラスへの女子の参加は妨げませんが、女子クラスへの男子の参加は認めません。
○一般クラス
選手権クラスに出場しないすべての参加者を対象とします。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なく、他校生徒や顧問を含めた 3 人で編成された「混成」
チームでの出場ができます。
○ワンマンクラス
特に出場制限はありません。このクラスのみ、一斉スタートによる個人競技になります。
＊団体戦一般クラス「混成」チーム編成希望者は、実行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」と記入してください（ただし、メンバーの斡旋ができなかっ
た場合は「ワンマンクラス」での参加となりますのでご了承ください）。
■入賞及び表彰
◇個人戦
○ME クラス
○その他のクラス
◇団体戦
○選手権クラス

上位 6 位まで
上位 3 位まで

・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。
○一般クラス
・上位 3 チームまで
・女子 1 名以上を含んで構成されたチームの上位１チーム
○ワンマンクラス
・表彰はありません。
■参加費
20000 円（大会参加費＋宿泊費 2 泊分）
+ 500 円（一時登録料）×必要人数
＊部分参加によって宿泊しなかった分がある場合などは、大会当日に本部にて差し引き額を返
金いたします。
＊参加者数によって返金等を行う場合があります。
＊本大会個人戦は、公認大会である第 55 回中日東海ブロックオリエンテーリング大会と共催
です。公認大会で獲得できる全日本大会のジュニア選手権クラスへの参加資格を本大会参加

者にも得られるような措置を講じるため、個人戦のすべてのクラスの参加者に日本オリエン
テーリング協会への競技者登録が必要です。競技者登録がされていない選手は一時登録が必
要です。一時登録には、高校生一人につき 500 円お支払いください。なお、中学生は無料
で登録出来ます。
■申込方法
申込は学校毎にまとめて、書類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。
(a) 指定のエクセルファイル「entry_13IH.xls」
(b) 学校紹介原稿
送信先：ih2013◆hotmail.co.jp（◆を@に直してください。）
＊メールの件名は「2013 年度インターハイ申込」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（顧問等も同額）。参加人数分の参加費を振込んでください。なお
振込手数料は各校でのご負担をお願いいたします。
○郵便振替の場合
記号
番号
名義
○銀行振込の場合
銀行名
店名
種別
口座番号
名義

10120
52989581
インターハイ実行委員会
ゆうちょ銀行
〇一八（読み

ゼロイチハチ）

普通
5298958
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 2013 年 8 月 31 日（土）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。
＊締め切り後の申込は一切認めないので余裕をもって申込手続を行ってください。
＊個人戦は顧問が出場できるクラスはありません。別途、第 55 回中日東海ブロックオリエン
テーリング大会にお申し込みください。
＊団体戦のチームメンバー、走順は、団体戦前日のテクニカルミーティングで提出していただ
く「団体戦メンバー走順表」をもって受付けます。なお、当日朝にもエントリー変更を受付
けますが、急病・怪我等やむをえぬ事情があった場合のみとします。

■その他の注意
＊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。
■問い合わせ先
＊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。
担当者：深田 恒
電子メール（推奨）：onigami2961wf◆hotmail.co.jp（◆を@に直して下さい）
件名を「インターハイについて」としてください。
電話（緊急時）：080-1563-2961
大会 HP：http://ih2013.mitarashidango.com/index.html

