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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 恒（東京大学 2 年）
運営責任者：大井 真（東京大学 2 年）
競技責任者：宮川 早穂（立教大学 2 年）
渉外責任者：遠藤 豪志（慶應義塾大学 2 年）
会計責任者：山中 晴揮（東京大学 3 年）
広報責任者：平木 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
スポーツビレッジ 村山ジャンボ
■協賛：Inov8
O-Support
TRIMTEX
■協力：慶應義塾大学オリエンテーリング同好会
電気通信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
このプログラム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参加
者は中日東海大会公式サイト（http://www.orienteering.com/~shizuoka/Info130922.html）より
プログラムをご覧ください。
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■ごあいさつ
第 27 回大会実行委員長

深田

恒

今年度もインターハイの季節がやって来ました、という挨拶がこのページに載るようになるのは
いつになるのでしょうか？前回大会では開催時期をずらし、今回も前回大会に引き続き 9 月の開催
となりました。
前回大会は個人戦を東京都オリエンテーリング選手権大会と共催させていただきましたが、今大
会も公認大会であり、長い歴史を持つ第 55 回中日東海ブロックオリエンテーリング大会と個人戦
の共催をさせていただくほか、インターハイ応援ミドルオリエンテーリング大会を団体戦の日に開
いていただくなど、静岡県オリエンテーリング協会様の全面的なご協力のもとに大会を開くことが
できることを大変嬉しく思います。
今大会は、インターハイにはじめて参加する高校、中学もあります。参加者の皆さんの中での新
たな交流が生まれること、また、同年代の競技者との交流を通じてお互いに切磋琢磨することを望
んでおります。
今回大会は、選手権クラスの演出にも力を入れております。中間速報にはインターハイでははじ
めてオンラインコントロールを使用し、瞬時に正確な速報を会場へお届けします。仲間への力強い
応援が会場を盛り上げることを心より期待しております。インターハイの主役であるみなさんが盛
り上がっている姿、オリエンテーリングを楽しんでいる姿、真剣に走っている姿を多くの共催大会
参加者に見せつけてください。
最後になりましたが、共催を快諾していただき、様々な要望を聞き入れてくださった静岡県オリ
エンテーリング協会の皆様に心より感謝いたします。
また、ご後援をいただきメダルを提供してくださった多摩オリエンテーリングクラブ様、会場を
提供してくださる村山ジャンボ様、ご協賛いただいた Inov8 様、O-Support 様、TRIMTEX 様、そし
て、インターハイ開催にご協力いただいたすべての皆様に感謝して、ご挨拶と代えさせていただき
ます。
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■概要
大会日程表
21 日
～18:00
18:00～19:30
19:30～19:40
19:40～
22 日
7:00～8:00
8:30
10:00
11:30
12:00～
15:00
15:00～
18:00～19:30
19:30～
23 日
7:00～8:00
8:30
9:20～10:00
9:50～10:00
10:00～10:10
10:30
10:40
10:50
11:00
12:00～
12:50
13:50
13:50～
15:00

＜開会式＞
チェックイン
夕飯
開会式
個人戦テクニカルミーティング
＜個人戦＞
朝食
開場
一般クラストップスタート
選手権クラストップスタート
弁当配布
ゴール閉鎖・団体戦エントリー用紙提出締切
個人戦表彰式（競技状況により変更の可能性があります）
夕飯
団体戦テクニカルミーティング
＜団体戦・閉会式＞
朝食
開場
緊急変更時団体戦エントリー用紙提出
団体戦競技説明（デモンストレーション）
地図置き場確認
ME クラス競技開始
JME クラス競技開始
XU クラス競技開始
OM クラス競技開始
弁当配布
リスタート（以後のチェンジオーバーを禁止します）
ゴール閉鎖
団体戦表彰式・閉会式（競技状況により変更の可能性があります）
会場閉鎖
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■大会全般
■問い合わせ
担当者：深田 恒
電子メール（推奨）：onigami2961wf◆hotmail.co.jp（◆を@に直してください）
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
大会公式サイト：http://ih2013.mitarashidango.com/index.html
■大会中止
・大 会 当 日 の 天 候 が悪 く、 参 加 者 の 安 全 を確 保で き な い 場 合 、 大会 は中 止 と な り ま す 。9 月
22,23 日については同日午前 6:00 の段階で富士宮市に｢大雨警報｣または｢洪水警報｣のいずれ
かが発令されている場合、その日の競技は中止とし、大会公式サイトにて告知いたします。
・中止の場合においても、参加費はお返しできませんので予めご了承ください。
■選手宿舎
『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
・宿舎のチェックインは 18:00 までに学校ごとで行ってください。これ以降のチェックインとな
る場合、あらかじめ連絡をしてください。
・チェックインは、担当者の指示に従ってください。この時に宿舎の部屋割りも渡します。
・宿舎では宿舎の取り決めに従うとともに、一般的な常識をわきまえて行動してください。宿舎
でのトラブルに関して、運営者は一切責任を負いません。
■傷害保険・保険証
・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、傷害及び損失などについて、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。
・当日は万が一に備え、各自保険証を持参してください。
■立入禁止区域について
・本大会当日まで『村山口登山道』と『日沢』・『村山・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。
■その他
・大会会場に 22 日に『村山口登山道』、23 日に『日沢』・『村山・日沢』の地図を持ち込むこと
を禁止します。持ち込んだことが発覚した場合、学校単位での失格などの措置をとる場合があ
ります。
・事前に申し込みをされた方で大会を欠席された場合でも、欠席分の参加費の返金は行いません。
ご了承ください。
・マイ E カードは使用できません。こちらで配布した E カードのみを使用してください。
・E カードを紛失した場合、実費をいただきます。紛失しないよう十分にご注意ください。
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■開会式【9/21（土）】
■開会式（19:30）
会場：村山ジャンボ バーベキュー場
以下の内容を予定しています。
・開会の言葉
・団体戦優勝杯返還及びレプリカ贈呈
・選手宣誓

大会実行委員長
前年度団体戦 ME・JME 優勝校
前年度団体戦 ME 優勝校代表者

■個人戦テクニカルミーティング（19:40）
会場：同上
説明内容は以下を予定しています。
・ME クラススタート順抽選（シード選手除く）
・ME・JME シード選手紹介、ME シード選手スタート順抽選
・競技責任者が競技に関することを中心に、情報提供及び諸注意を行います。その後、競技に関
する質問を受け付けます。ただし運営者側で不適当と判断した事項については回答しません。
・個人戦用ゼッケン、安全ピン、個人戦用 E カード、バックアップラベル、コントロール位置説
明（JWE、一般クラスのみ）の配布を行います。各校は中身を確認してください。不備があれ
ばすぐに連絡してください。
・欠場受付を行います。この時点で不参加が分かっている場合、連絡してください。
・テクニカルミーティングの内容は翌日公式掲示板に掲載します。
各自、情報の聞き逃しなどがないようお願いします。個人戦テクニカルミーティング後の変更に
つきましては、当日大会本部付近に設置された公式掲示板にて連絡いたします。

■個人戦【9/22（日）】
■朝食（7:00～）
朝食は以下の場所でとっていただきます。
村山ジャンボ 食堂
■会場（8:30～）
村山ジャンボ 野球場に徒歩にて移動してください。国道の横断は安全のため会場西のトンネル
を使用してください。
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■会場レイアウト

・大会本部
大会本部において手続や大会に関する質問などを受け付けます。また、大会に関する情報もこ
こで掲示しますので、各校代表者は頻繁に足を運んでください。なお、何らかのトラブルなど
が生じた場合は、大会本部に報告してください。
・公式掲示板
野球場入口脇に設置しています。競技に関する情報などはこちらで掲示します。出走前に必ず
確認してください。
・女子更衣室
バーベキュー場に隣接している建物の 2 階をご利用ください。
・トイレ
野球場西側またはバーベキュー場北側のトイレをご利用ください。
・地図販売
中日東海大会本部で行います。全コントロール図はインターハイ・中日東海大会共通です。
・救護所
中日東海大会本部にあります。怪我などの場合にご利用ください。
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■スタート（一般クラス 10:00～
①選手権クラス（JWE 以外）

選手権クラス 11:30～）

○待機所
・競技の公平性を保つため、全ての選手権クラス出場者は待機所へ必ず 9:30～10:00 の間に入っ
てください。待機所は村山ジャンボ食堂 1 階です。
・待機所入口で役員にゼッケンを提示しチェックを受けてから中へ入ってください。待機所内に
はトイレ、給水があります。
・待機所内・スタート地区では携帯電話などの通信機器の使用を禁止します。音楽プレーヤー、
時計としての使用も禁止します。
・携帯電話などの通信機器を使用した選手、指定された時刻までに待機所に入らなかった選手は
失格とします。
・顧問がスタート待機所に入ることは可能です。ただし、10:00 以降に入ることはできません。
○バス
・待機所からスタート地区までは、バス 15 分＋徒歩 5 分です。バスはスタート時刻に応じて以
下に指定しています。バス降車所からテープ誘導はありません。バスを降りてトレーニングマ
ップを受け取った後、役員の誘導に従ってください。顧問はスタート地区へのバスへ乗ること
はできません。
1 便 10:15 発 11:30～11:49
2 便 10:45 発 11:50～12:30
○スタート地区
・スタート地区周辺にトレーニングマップ（1:15000）を設けます。ウォーミングアップエリア
としてご利用ください。地図上での立入禁止区域は競技エリアなので絶対に入らないでくださ
い。
・給水を設けます。
・荷物輸送を行いますが、輸送の都合上荷物は最小限にして荷物置場に預けてください。
・時計は現在時刻を表示します。
・自分のスタート時刻の 5 分前になったら、スタート枠入り口で E カードの動作確認をして、役
員から E カードの確認を受けてください。E カードが故障していた場合は役員が交換いたしま
す。3 分前になったら 3 分前枠に進んでください。
・2 分前になったら 2 分前枠でコントロール位置説明をお取りください。
・1 分前になったら 1 分前枠にお進みください。役員が地図を用意します。地図はスタートする
まで見てはいけません。10 秒前になったら、スタートユニットに E カードをセットし、スタ
ートチャイマーの合図と同時に離して、 赤白色テープ誘導 に従い、スタートフラッグ（地図
上の△地点）を通過してください。スタートフラッグを通過しない場合は失格となります。
・遅刻者は役員の指示に従ってください。所要時間は、正規のスタート時刻から出走したものと
して計算されます。ただし、運営者側の問題により出走が遅れた場合はこの限りではありませ
ん。
・スタート地区は 12:30 に閉鎖します。12:30 以降は出走できません。
②JWE クラス
○待機所
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・競技の公平性を保つため、全ての選手権クラス出場者は待機所へ必ず 9:30～10:00 の間に入っ
てください。待機所は村山ジャンボ食堂 1 階です。
・待機所入口で役員にゼッケンを提示しチェックを受けてから中へ入ってください。待機所内に
はトイレ、給水があります。
・待機所内・スタート地区では携帯電話などの通信機器の使用を禁止します。音楽プレーヤー、
時計としての使用も禁止します。
・携帯電話などの通信機器を使用した選手、指定された時刻までに待機所に入らなかった選手は
失格とします。
・顧問がスタート待機所に入ることは可能です。ただし、10:00 以降に入ることはできません。
○スタート地区
・会場からスタート地区までは紫色テープ誘導約 1.5 ㎞、徒歩約 25 分です。
・時計は現在時刻を表示します。
・給水を設けます。
・自分のスタート時刻の 2 分前になったら、スタート枠にお入りください。2 分前枠で E カード
の動作確認をして、役員から E カードの確認を受けてください。E カードが故障していた場合
は役員が交換いたします。
・役員が地図を用意します。地図はスタートするまで見てはいけません。10 秒前になったら、
スタートユニットに E カードをセットし、スタートチャイマーの合図と同時に離して、 赤白
色テープ誘導 に従い、スタートフラッグ（地図上の△地点）を通過してください。スタート
フラッグを通過しない場合は失格となります。・遅刻者は役員の指示に従ってください。所要
時間は、正規のスタート時刻から出走したものとして計算されます。ただし、運営者側の問題
により出走が遅れた場合はこの限りではありません。
・スタート地区は、11:40 に閉鎖します。それ以降は出走できません。
③一般クラス
・会場からスタート地区までは紫色テープ誘導約 1.5km、徒歩約 25 分です。
・時計は現在時刻を表示します。
・給水を設けます。
・自分のスタート時刻の 2 分前になったら、スタート枠にお入りください。2 分前枠で E カード
の動作確認をして、役員から E カードの確認を受けてください。E カードが故障していた場合
は役員が交換いたします。
・役員が地図を用意します。地図はスタートするまで見てはいけません。10 秒前になったら、
スタートユニットに E カードをセットし、スタートチャイマーの合図と同時に離して、 赤白
色テープ誘導 に従い、スタートフラッグ（地図上の△地点）を通過してください。スタート
フラッグを通過しない場合は失格となります。
・遅刻者は役員の指示に従ってください。所要時間は、正規のスタート時刻から出走したものと
して計算されます。ただし、運営者側の問題により出走が遅れた場合はこの限りではありませ
ん。
・スタート地区は、11:00 に閉鎖します。それ以降は出走できません。
■フィニッシュ（～15:00）
・最終コントロールからフィニッシュへは 赤白色テープ誘導 です（全クラス共通）。必ずテープ
誘導に従ってフィニッシュしてください。テープ誘導に従わずにフィニッシュした場合、失格
となります。
・パンチングフィニッシュです。ゴールユニットにパンチしたタイムをフィニッシュタイムとし
て計時します。
・ゴール地区にて読み取りを行いますので、役員に E カードを渡してください。
・地図は回収しませんので、未出走者に対しての地図の管理をお願いします。
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・競技時間は 120 分とします。競技時間を超えた参加者はすみやかにフィニッシュに向かってく
ださい。
・ゴール閉鎖は 15:00 です。参加者は競技途中でもこの時刻までにフィニッシュを通過してくだ
さい。競技を途中で断念しても、必ずフィニッシュは通過してください。通過しないとその参
加者は行方不明者として捜索されます。フィニッシュを通過せずに会場へ到着した場合は本部
までお申し出ください。
■昼食（12:00）
・参加者全員分の弁当を手配しています。12:00 より配布しますので、各校の代表者は本部まで
取りに来てください。
・弁当のごみは本部にてまとめて回収するので、各校ごとに弁当の入っていた箱にまとめて持っ
て来てください。
■速報
・会場内で速報を掲示する予定です。正式記録ではありませんので、予めご了承ください。
■調査依頼受付（～15:10）
・競技において異議などのある方は、大会本部に用意してあります｢調査依頼用紙｣にその内容を
記入の上、大会本部に提出してください。
■団体戦エントリー表提出（～15:00）
・団体戦エントリー表受付を個人戦ゴール閉鎖（15:00）までに行います。各校代表者は 15:00
までに最終エントリー表を大会本部まで提出してください。この用紙提出をもって、団体戦の
メンバー、走順、チーム名、クラスが確定されます。
・団体戦では人数の揃わないチームは出場できません。チームを組めない場合、混成もしくはス
プリントでの出場となります。人数が揃わず、混成チームのメンバーの斡旋を希望される場合
は運営者に相談してください。
■個人戦表彰式（15:00～）
・個人戦は ME クラスの上位 6 名と、他各クラスの上位 3 名を表彰します。
・表彰対象者へは、多摩オリエンテーリングクラブ様よりメダルが贈られます。
・中日東海ブロック大会との共催により公認大会への参加が出来ないことへの特例措置として、
M/WE クラス上位 3 名は 2013 年度全日本大会 M/W20E の参加資格を得ることができます。
・個人戦の成績優秀者をインカレロング 2013 のエリートコースに招待いたします。
・ME クラス上位 3 名を 10 月 13 日(日)の奇跡の森エクストリームミドル Day1 の MEC クラスに、
WE クラス上位 1 名を WEC クラスにご招待いたします。
・表彰式の後にインカレ実行委員会から参加意思の確認を行う予定です。辞退の場合、繰り上
げはありません。
・招待を受けられるかどうかにかかわらず、参加意思がある場合は通常のエントリー手続きを
行ってください。後日、招待対象となった場合は参加費のキャッシュバックを行います。
・招待を受ける選手は参加費と SI レンタル料が免除となります。宿泊費・交通費は自己負担
となりますので、ご了承ください。
・表彰式は以下の内容を予定しています。
個人戦表彰
実行委員長
個人戦講評
競技責任者
・表彰式終了後、各自宿舎へお戻りください。
■団体戦テクニカルミーティング（19:30）
会場：村山ジャンボ バーベキュー場
以下の内容を予定しています。
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・競技責任者が競技に関することを中心に、情報提供及び諸注意を行います。その後、競技に関
する質問を受け付けます。ただし運営者側で不適当と判断した事項については回答しません。
・団体戦用ゼッケン、安全ピン、団体戦用 E カード、全コントロール位置説明、バックアップラ
ベルの配布を行います。各校は中身を確認してください。不備があればすぐに連絡してくださ
い。
・欠場受付を行います。この時点で不参加が分かっている場合、連絡してください。
・テクニカルミーティングの内容は翌日公式掲示板に掲載します。
■入浴（12:00～21:00）
・インターハイ参加者は、12:00 より村山ジャンボの大浴場が利用できます。
・入口に、中日東海ブロック大会参加者用の入浴料徴収箱がありますが、インターハイ参加者は
料金を支払う必要はありません。

■団体戦・閉会式【9/23（祝）】
■朝食（7:00～）
村山ジャンボ 食堂
■会場への移動（8:30～）
・村山ジャンボ 野球場に徒歩にて移動してください。国道の横断は安全のため会場西のトンネ
ルを使用してください。参加者はすべての荷物を持って会場へ移動してください。宿泊した建
物に荷物を残すことはできません。
■会場レイアウト

■大会本部
10

・手続や大会に関する質問などを受け付けます。また、公式掲示板もここで掲示しますので、各
校代表者は頻繁に足を運んでください。なお、何らかのトラブルが生じた場合は、必ず直ちに
こちらに報告してください。
・公式掲示板
野球場入口脇に設置しています。競技に関する情報などはこちらで掲示します。出走前に必ず
確認してください。
・女子更衣室
バーベキュー場に隣接している建物の 2 階をご利用ください。
・トイレ
野球場西側またはバーベキュー場北側のトイレをご利用ください。
・地図販売
中日東海大会本部で行います。全コントロール図はインターハイ・中日東海大会共通です。
・救護所は中日東海大会本部にあります。怪我などの場合にご利用ください。
■緊急変更時団体戦エントリー用紙の提出（9:20～10:00）
・急病やエントリー用紙提出後の事故・怪我など、やむをえぬ事情により前日に団体戦にエント
リーした選手が出走困難な状態になった場合に限り、団体戦メンバーの変更が可能です。各校
の代表者は団体戦エントリー用紙に記入し、10:00 までに会場内受付に提出してください。
・怪我や急病などやむをえぬ事情に限ります。用紙を受理する際に事情を伺う場合があります。
・いかなる事項もこれ以降の変更はできません。
・各チームのオーダー表は会場に掲示いたしますので、各自ご確認ください。
■団体戦競技説明（デモンストレーション）（9:50～10:00）
会場周辺での競技の流れについて、説明及びデモンストレーションを行います。
・前走者の最終コントロールからフィニッシュまでの誘導
・それに伴う次走者のスタート枠への入り方
・チェンジオーバー（タッチ）の方法
・第 3 走者のゴール位置（フィニッシュ位置）の確認
・地図置き場の確認、およびそこでの地図の取り方
・スタートへの誘導
・速報などの情報の開示について
■地図置き場確認（10:00～10:10）
リレーの第 2 走者・第 3 走者の方は、地図置き場を確認してください。なお、この時間以外は
確認してはいけません。
■スタート（10:30～）
第 1 走者スタート時刻――ME10:30 JME10:40 XU10:50 OM11:00
・第 1 走者はスタート時刻の 5 分前にスタート枠（会場レイアウト中のタッチゾーン）に入り、
ゼッケン番号順に整列してください。
・スタート枠に入る時に、必ず E カードのアクティベートを行ってください
・正しいゼッケンと E カードを持っていないチームは出走できません。
・スタート 1 分前からは全選手・観客ともに静粛にしてください。
・地図はスタート前に 2 つ折りにして渡されますが、スタートの合図があるまで開いてはなりま
せん。
・スタート後は 赤白色テープ誘導 に従い、スタートフラッグ（地図上の△の地点）を通過して
ください。スタートフラッグを通過しない場合は失格となります。
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■チェンジオーバーレイアウト

■チェンジオーバー
・スペクテーターズレーンはありません。前走者接近情報を待機所脇のディスプレイに表示しま
す。次走者は責任を持って確認してください。
・前走者は最終コントロールから 赤白色テープ誘導 に従ってフィニッシュレーンに入り、チェ
ンジオーバーを行います。
・次走者は前走者が会場に姿を現したら、タッチゾーンに進んでください
・チェンジオーバーは、前走者と次走者の接触をもって行います。チェンジオーバーが正しく行
われなかったと役員が判断した場合、そのチームは失格となります。
・前走者はチェンジオーバー後、そのままフィニッシュレーンを進みパンチングフィニッシュを
してください。パンチングフィニッシュ後は先にフィニッシュした選手を追い越さないでくだ
さい。フィニッシュレーンで役員が E カード及び地図を回収します。地図回収は 12:50 まで行
います。
・次走者は 赤白色テープ誘導 に従って地図置き場に向かい、自分のゼッケン番号が記載されて
いる地図を取って競技を開始します。このとき、自分のものではない地図をとった場合そのチ
ームは失格となります。地図の取り間違いは競技に重大な影響を及ぼす為、十分注意してくだ
さい。
・自分の地図が地図置き場にない場合は、直ちに役員に申し出てください。予備の地図をお渡し
します。
・地図を取った後は 赤白色テープ誘導 に従い、スタートフラッグを通過してください。スター
トフラッグを通過しない場合は失格となります。
■フィニッシュ（13:50）
・選手は競技途中であっても 13:50 までに必ずフィニッシュを通過しなければなりません。
・競技を途中棄権する場合であっても、必ずフィニッシュを通過し、E カードと地図を提出して
ください。なお、ゴール閉鎖時刻までにフィニッシュできなかったチームは失格となります。
・3 走が接戦の場合は、着順判定員による着順判定を行います。
■チェンジオーバー禁止・リスタート（12:50）
・12:50 までにスタートできないすべての選手はリスタートの対象となります。12:50 以降のチ
ェンジオーバーはできません。
・リスタートの 10 分前になったら対象者を呼び出しますので、次走者待機枠付近に集合してく
ださい。ただしリスタート時刻までに前走者がフィニッシュした場合、チェンジオーバーは可
能です。
・リスタートとなった選手はこの時刻に一斉にスタートしていただきますが、そのチームの選手
12

及びチームの記録は参考タイムとなります。
・リスタート時刻に遅刻した選手は出走できません。
・リスタート後に各校ごとに地図返却を行います。
■昼食（12:00）
・参加者全員分の弁当を手配しています。12:00 より配布しますので、各校の代表者は本部まで
取りに来てください。
・弁当のごみは本部にてまとめて回収するので、各校ごとに弁当の入っていた箱にまとめて持っ
て来てください。
■速報
・会場内で速報を掲示する予定です。正式記録ではありません。予めご了承ください。
■調査依頼受付（～14:00）
・競技において異議などのある方は、大会本部に用意してあります｢調査依頼用紙｣にその内容を
記入の上、提出してください。
■団体戦表彰式・閉会式（13:50～）
・団体戦は各クラス上位 3 チーム、女子１名を含むチームのうちそれぞれ最も速いチームを特別
表彰します。選手権クラスで 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。
・表彰対象者へは、多摩オリエンテーリングクラブ様よりメダルが贈られます。
・団体戦表彰式・閉会式は以下の内容を予定しています。
団体戦表彰
実行委員長
団体戦講評
競技責任者
閉会の言葉
実行委員長
・閉会式終了後、各自ご帰宅ください。
・バスの出発時間まであまり時間がないので、すぐに出発できるよう荷物をまとめておいてくだ
さい。
■入浴（12:00～）
・インターハイ参加者は、12:00 より村山ジャンボの大浴場が利用できます。
・入口に、中日東海ブロック大会参加者用の入浴料徴収箱がありますが、インターハイ参加者は
料金は不要です。
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■競技情報
■使用地図
個人戦：『村山口登山道』（2008 年作成、2013 年修正）
団体戦：『村山・日沢』（2008 年作成、2013 年修正）
縮尺 1:15000（個人戦選手権クラス（JWE 以外））
1:10000（個人戦 JWE クラス・一般クラス、団体戦）
等高線間隔 5m 通行可能度 4 段階表記
■特殊記号
○個人戦

○団体戦

■コース情報
○コース設定者：
宮川 早穂（立教大学 2 年）
○コース距離・登距離：
クラス
コース距離
登距離
優勝設定時間
<個人戦>
ME
6.6km
175m
65 分
WE
4.6km
110m
45 分
JME
4.6km
115m
45 分
JWE
3.1km
80m
45 分
MS
4.0km
85m
35 分
MJ
3.0km
85m
35 分
JMF
3.0km
80m
30 分
<団体戦>
ME
3.5km
175～185m
115 分
JME
2.5～2.6km
140m
100 分
XU
2.3km
115～120m
75 分
OM
2.3km
120m
25 分
・優勝設定時間が要項 2 から変更になったクラスは赤字で示してあります。
・個人戦 WS,WJ,MF,WF/JWF、団体戦 WE,JWE クラスは申し込み者がいなかったため廃止しました。
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■テレインプロフィール
○個人戦
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。
（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抜粋）
○団体戦
全体的に針葉樹の成熟した植林地だが、植生は『村山口登山道』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。
（インターハイ応援ミドル大会要項より抜粋）
■コースプロフィール
○個人戦
選手権クラスでは、セレクションクラス通過者に相応しく距離・優勝設定時間共にタフなコース
に設定されている。尚且つ方向維持、ルートチョイス、細かなナヴィゲーションなどが問われて
いる。女子中学選手権クラスは様々な地図の情報から必要な情報をいかに素早く処理出来るかが
必要とされているコースを用意した。一般クラスでは、トップはスピーディなナヴィゲーション
を問われる一方、今年オリエンテーリングを初めた選手のために F クラスとして道主体のコース
も用意している。
○団体戦
選手権クラスは、テクニカルなレッグと走り主体のレッグを織り交ぜたコースになっている。ま
た、一般クラスでは正確に道を辿ることも含め、正確なアタックポイントの設定なども重要にな
っている。
■シード選手
以下の選手を個人戦シードに指定します。
○ME（4 名）
柴沼 健
（桐朋高校 2 年）
種市 雅也 （東海高校 2 年）
長谷川 望 （東海高校 2 年）
稲森 剛
（東海高校 2 年）
○JME（3 名）
津島 孝祐 （桐朋中学校 3 年）
浜口 哲
（桐朋中学校 3 年）
椎名 晃丈 （東海中学校 3 年）
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■個人戦競技形式・競技情報
・個人によるポイントオリエンテーリングです。
・EMIT 社製電子パンチングシステムを使用します。
・各クラスのコントロール位置説明は選手権クラス（JWE クラスを除く）はスタート 2 分前枠、
JWE クラス、一般クラスは前日夜のテクニカルミーティングにて配布します。
・選手権クラスには中間速報地点を設置します。会場にてアナウンスおよび ME クラスのみ速報
ボードの掲示を行います。
・テレイン内に給水所を設置します。コースごとの給水地点は以下のとおりです。ただし、ルー
トチョイスによっては給水地点を通過しない場合もあります。
クラス
給水地点
ME
およそ 40，70％地点
WE

およそ 25，40，60％地点

JME
JWE

およそ 25，40，60％地点
およそ 40％地点

MS
MJ
JMF

およそ 50％地点
およそ 35％地点
およそ 35％地点

■団体戦競技形式・競技情報
・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です。
・EMIT 社製電子パンチングシステムを使用します。
・各コースのコントロール位置説明は事前に配布しませんが、全コントロール位置説明は前日の
団体戦テクニカルミーティングにて配布します。
・ME クラスには中間速報地点を設置します。中間速報は会場にてアナウンスを行います。
・ME クラスにはテレイン内に給水所を設置します。設置位置はコースのおよそ 60％地点です。
ただし、ルートチョイスによっては給水地点を通過しない場合もあります。
■競技に関する注意事項
・テレイン内では耕作地や民家の敷地などの地図に示された立入禁止区域には絶対に立ち入らな
いでください。ルートによっては民家近くを通ることとなりますが、立入禁止区域に侵入した
場合、学校単位で失格となる可能性があります。万が一立入禁止区域に侵入してしまった場合
はすみやかに本部に連絡してください。
・大会本部付近に公式掲示板を設置します。ここにプログラム記載事項の変更や、テクニカルミ
ーティングでの伝達事項などの情報を掲示します。必ずご確認ください。
・競技中に車の通行する道路を横断する箇所があります。十分お気をつけください。
・ゼッケンは一枚につき安全ピンを四個使用し、胸の位置に水平につけてください。背中につけ
たり、ゼッケンの上に防寒衣を着て出走したりすることはできません。
・競技中に誘導区間があります。誘導に従わなかったことが発覚した場合失格となります。
・出走時の装備について、服装は長袖長ズボンを推奨します。
・GPS・高度計など自分の位置を測定できるものや、携帯電話のような連絡手段を持つもの、技
術的な補助器具となり得るものを携帯したままの出走は認めません。
・個人戦選手権クラス（JWE クラスを除く）はトレーニングマップを用意いたします。ウォーミ
ングアップは地図範囲内で行なってください。個人戦 JWE クラス、一般クラスは、会場～スタ
ート地区の誘導区間でウォーミングアップを行なってください。団体戦は、会場内（立ち入り
禁止区域を除く）でウォーミングアップを行なってください。
・液晶付きの E カードの場合、コントロール識別番号と異なった番号が E カードの液晶に表示さ
れることがありますが、正しいのはコントロールに記載されているコントロール識別番号の方
となります。ご注意ください。
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■インターハイ歴代優勝者・優勝校紹介
男子選手権者

女子選手権者

男子選手権校

女子選手権校

第1回

鹿島田 浩二（桐朋 2）

田島 利佳（豊岡 1）

桐朋高校

川和高校

第2回

永田 芳樹（桐朋 2）

志村 聡子（川和 1）

桐朋高校

水戸第二高校

第3回

萩原 健（麻布 2）

伊藤 晶子（国分寺 1）

麻布高校

川和高校

第4回

太田 晃弘（麻布 1）

三木 佳子（水戸二 2）

麻布高校

国分寺高校

第5回

鈴木 篤（早実 3）

伊藤 晶子（国分寺 3）

早稲田実業高校

国分寺高校

第6回

石澤 俊崇（早実 3）

酒井 さつき（豊多摩 1）

麻布高校

保谷高校

第7回

榎本 和弘（麻布 1）

酒井 さつき（豊多摩 2）

麻布高校

-

第8回

榎本 和弘（麻布 2）

丸山 仁美（国分寺 2）

桐朋高校

-

第9回

中島 篤（箕面 3）

高橋 ひとみ（高専 2）

麻布高校

-

第 10 回

岡 俊彦（麻布 1）

高橋 ひとみ（高専 3）

麻布高校

-

第 11 回

川上 崇史（麻布 1）

渡邊 信枝（新宿 1）

浦和高校

-

第 12 回

川上 崇史（麻布 2）

渡邊 信枝（新宿 2）

麻布高校

-

第 13 回

山田 高志（桐朋 1）

-

桐朋高校

-

第 14 回

山田 高志（桐朋 2）

渡邊 信枝（新宿 3）

桐朋高校

-

第 15 回

山田 高志（桐朋 3）

渡邊 久美（実践 1）

桐朋高校

-

第 16 回

柴本 浩児（桐朋 2）

渡邊 久美（実践 2）

桐朋高校

-

第 17 回

山倉 貴之（東海 2）

渡邊 久美（実践 3）

桐朋高校

-

第 18 回

齋藤 翔太（桐朋 2）

高野 美春（秋草 1）

桐朋高校

-

第 19 回

宇野 夏樹（武相 2）

高野 美春（秋草 2）

東海高校

-

第 20 回

宇野 夏樹（武相 3）

高野 美春（秋草 3）

東海高校

-

第 21 回

近藤 康満（東海 1）

-

東海高校

-

第 22 回

尾崎 弘和（麻布 2）

藤田 雲母（美濃加茂 1）

麻布高校

-

第 23 回

近藤 康満（東海 3）

菅原 早希（松戸国際 3）

東海高校

-

第 24 回

宮西 優太郎（東海 3）

太田 一彩子（成蹊 2）

-

-

第 25 回

-

-

東海高校

-

第 26 回

柴沼 健（桐朋 1）

山岸 夏希（公文国際 1）

東海高校

-

＊

第 24 回大会は東日本大震災により中止・延期。全日本大会との共催で個人戦のみ代替大会開
催。

＊

第 25 回大会個人戦は積雪のために中止。

＊

学年は大会当日のもの。

17

