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1.大会概要 

◆開催日 2021 年 10 月 8 日(金)～10 日(日) 

  

◆主催 全国高校生中学生オリエンテーリング連盟 

 

◆主管 全国高校生中学生オリエンテーリング連盟 OS 会 

     

◆実行委員会役員 

実行委員長 森清 星也     (東海高校卒） 

    運営責任者 佐藤 隆         (桐朋高校卒） 

    競技責任者 金子 隼人     (麻布高校卒) 

    渉外責任者 吉田 菜々子 (戸山高校卒） 

    会計責任者 井上 拓紀  (桐朋高校卒) 

    広報責任者 迫田 勝太  (桐朋高校卒） 

    イベントアドバイザー 谷野 文史  (ときわ走林会) 

  



◆後援 公益社団法人日本オリエンテーリング協会（予定） 

    長野県オリエンテーリング協会（予定） 

長野県（予定） 

長野県教育委員会 (予定) 

    駒ヶ根市（予定） 

駒ヶ根市教育委員会（予定） 

 

◆協賛 FRENSON (予定) 

              SALMING (予定） 

 

◆協力 多摩オリエンテーリングクラブ（予定） 

  

 後援、協賛、協力団体は今後変更、追加される可能性があります。 

 

◆日程 

    1 日目(10/8) 開会式、個人競技テクニカルミーティング 

    2 日目(10/9) 個人競技、表彰式、団体競技テクニカルミーティング 

    3 日目(10/10) 団体競技、表彰式、閉会式 

  

本大会は全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会開催基準に準拠し開催しま

す。  

2.競技情報 

◆開催地 

長野県駒ヶ根市 

 

◆開催地の気候 



本大会個人戦開催日の 10 月 9 日の長野県伊那市観測所の過去 5 年間の天気を下に示しま

す。競技エリアは観測所から南西に約 15km、標高が約 200m 高い位置にあります。 

 

日付 気温［℃］ 日照時間 

［h］ 

降水量 

［mm］ 

平均風速 

［m/s］ 
最高 最低 平均 

2020 年 10 月 9 日 14.8 12.7 13.5 0.0 40.0 2.6 

2019 年 10 月 9 日 20.6 9.0 14.5 10.3 0.0 2.9 

2018 年 10 月 9 日 25.8 14.5 18.6 7.8 0.0 1.1 

2017 年 10 月 9 日 26.4 13.7 18.9 8.7 0.0 1.5 

2016 年 10 月 9 日 21.4 10.3 17.9 0.6 17.5 3.7 

 

◆競技形式 

ポイントオリエンテーリング 

 

◆計時システム 

EMIT 社製パンチングシステムを使用 

 

 ◆使用地図 (個人戦団体戦共通) 

「駒ケ根高原 2018」（(有)山川オーエンタープライズ） 

  

縮尺 (個人競技)：1:10000 等高線間隔 (個人戦) 5m 

縮尺 (団体競技)：1:10000 等高線間隔 (団体戦) 5m 

 



競技地図:ISOM2017 準拠 

コントロール位置説明:ISCD2018 準拠 

 

「競技エリアは木曽山脈東麓の標高 750 ～1050m 付近に位置する。競技エリア内には 

扇状地のため地形的特徴が少ないエリアや急峻 な斜面のあるエリアがある。全体として

走行可能度は高いが一部走行可能度の低いエリアが存在する」 

 

○コース設定者：金子 隼人 

○コースコントローラー：谷野 文史 

 

◆立ち入り禁止区域本大会に参加予定の方は大会当日まで下記のテレイン内への立ち入り

を禁止します。 

立ち入りが判明した場合、学校単位で失格とします。 

  

「駒ケ根高原 2018」（(有)山川オーエンタープライズ） 

※地図画像は大会ホームページ上に掲載しています。 

大会ホームページアドレス: https://jhof.jp/jhoc/35th/  

 

3.クラスおよび参加資格 

 

◆クラス（個人競技）  

説明 クラス名 対象者 

男子高校生選手権クラス ME 有資格者※1 

男子中学生選手権クラス JME 有資格者※1 

女子高校生選手権クラス WE 有資格者※1 

女子中学生選手権クラス JWE 有資格者※1 

男子高校生併設ジュニアクラス M18A 男子高校生 

男子中学生併設ジュニアクラス M15A 男子中学生 

女子高校生併設ジュニアクラス W18A 女子高校生 

https://jhof.jp/jhoc/35th/


女子中学生併設ジュニアクラス W15A 女子中学生 

男子高校生新人併設ジュニアクラス M18N 男子高校生新人※2 

男子中学生新人併設ジュニアクラス M15N 男子中学生新人※2 

女子高校生新人併設ジュニアクラス W18N 女子高校生新人※2 

女子中学生新人併設ジュニアクラス W15N 女子中学生新人※2  

 

優勝設定時間については後日記載します。 

 

※1  有資格者とはセレクション要項に記載した参加条件を満たす者です。詳しくは別途 

掲載のセレクション要項をご覧ください。セレクション要項は大会ホームページ上に記載

しています。 

大会ホームページアドレス: https://jhof.jp/jhoc/35th/ 

 

※2  新人とは、大会開催時点で競技を始めて 1 年未満の者です。 

申し込みがない場合該当クラスの廃止を行います。 

 

◆クラス（団体競技） 

説明 クラス名 対象者 備考 

男子高校生選手権クラス ME 男子高校生 ※1 

男子中学生選手権クラス JME 男子中学生 ※1 

女子高校生選手権クラス WE 女子高校生 ※1 

女子中学生選手権クラス JWE 女子中学生 ※1 

併設ジュニアクラス UJ 中学生・高校生 ※2 

男子個人併設ジュニアクラス OMJ 男子中学生・男子高校生 
 

女子個人併設ジュニアクラス OWJ 女子中学生・女子高校生 
 

 

優勝設定時間については後日記載します。 

 

※1 選手権クラスは、学校単位でのチームで、各校 2 チームまでに限られます。1 つの学

校で人数が足りない場合、他校との混成チームを組むことができます。混成チームの斡旋

https://jhof.jp/jhoc/35th/


を希望される方は、エントリーシートの該当欄に記載下さい。なお、混成チームは表彰対

象にはなりません。 

 

※2 エントリーが多い場合、より細かくクラス分けを行う可能性があります。 

 

 

4.タイムスケジュール 

予定は変更される可能性があります。 

 

10 月 8 日(金) 

18:00 開会式 

18:30 個人競技スタート順抽選 

19:00 個人競技テクニカルミーティング  

 

※10 月 8 日(金)の行事は対面とオンラインでの同時開催を予定しています。情勢により、

オンラインのみになる可能性があります。 

 

10 月 9 日(土) 

8:30 開場 

10:30 併設ジュニアクラストップスタート 

11:00 選手権トップスタート 

14:00 フィニッシュ閉鎖 

14:30 表彰式 

15:00 団体競技テクニカルミーティング 

15:30 会場閉鎖 

 

10 月 10 日(日) 



8:00 開場 

9:00 団体競技デモンストレーション 

9:20 高校団体競技スタート 

9:30 中学団体競技スタート 

13:30 表彰式 

14:00 団体競技フィニッシュ閉鎖 

14:00 閉会式 

14:30 会場閉鎖 

 

5.エントリー（申し込み） 

 

申し込みはセレクション終了後に開始します。 

本大会の参加にはエントリーシートの提出が必要です。 

大会ホームページ:( https://jhof.jp/jhoc/35th/ )上でエントリーシートを公開します。 

エントリーシートをダウンロードして必要事項を記入し、大会実行委員会( メールアドレ

ス：：ih35official☆gmail.com（ ☆を＠に直してください) まで送付してください。 

 

エントリーシート提出の締め切りは、9 月 4 日とします。 

 

6.参加費 

エントリーが開始される前までに公表します。 

 

7.交通 

大会開催地となる駒ヶ根周辺までは各校、各参加者自身で移動していただく予定です。 

https://jhof.jp/jhoc/35th/


大会期間中は、公共交通機関および実行委員会が用意する大会バスを利用していただきま

す。 

8.宿泊 

現時点で、実行委員会による駒ヶ根地域での宿泊斡旋を予定しております。なお、新型コ

ロナウイルス感染状況によりこれを変更する可能性があります。 

 

9.今後の予定 

◆ブリテン 2 への追記・変更  

随時行います。ホームページの確認をよろしくお願いいたします。 

 

◆ブリテン 3  

大会の 1 週間前までにホームページ上で公開します。 

 

10.新型コロナウイルス関連 

◆開催日程について 

新型コロナウイルス感染拡大および社会情勢により、本大会の開催を延期または中止とす

る可能性があります。 

 

●お問い合わせ 

○窓口：森清 星也（実行委員長） 

○メールアドレス（推奨）：ih35official☆gmail.com（☆を@に変えてください。） 

○電話番号（緊急）：090-9192-0950 (実行委員長携帯) 

  

※メールの件名は 「第 35 回中高選手権について」 としてください。 



 

 

 

 ブリテン 2 終わり 


