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新型コロナウイルス感染症拡大防止に関して皆様のご協力をお願いいたします。
本大会は、日本オリエンテーリング協会の定める「新型コロナウイルス感染防止のための ガイド
ライン」に沿って開催いたします。
参加者の皆様におかれましては下記のことに注意の上、感染拡大防止にご協力ください。

1. 対面での会話や接触を行う場合はマスクを着用してください。
2. こまめなうがいと手洗いを行ってください。
3. 大声での応援は控えてください。
4. 大会中はお互い2ｍ以上の距離を保つようにお気遣いお願いいたします。
5. 以下のいずれかの事項に当てはまる場合は申込後でも参加をご遠慮ください。

a. 当日の体温が概ね37.5℃以上。
b. 開催2週間前までに以下の事項が認められる場合。
c. 平熱を超える発熱(概ね37.5℃)
d. 体調不良(咳、咽頭痛、風邪の症状、倦怠感、臭覚味覚異常など)
e. 新型コロナウイルス感染陽性と判断された者との濃厚接触した場合
f. 同居家族や職場に感染が疑われる方がいる場合
g. 大会開催日より過去2週間前までに政府から入国制限、入国後の観察期間を必
要と されている国、地域への渡航やその方との濃厚接触がある場合

・体調の記録は参加者個人で行ってください。大会終了後に新型コロナウイルスへの感染が疑わ
れる場合は実行委員会までご連絡下さい。
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1．実行委員長挨拶
　
　新型コロナウイルス感染症が世の中に現れてから2年が過ぎました。コロナは私たちの生活を
変容させ、様々な物事に影響を与えました。
　中高選手権も例外ではありません。昨年度大会は一度延期を余儀なくされましたが、根岸実行
委員長の下で運営者が一致団結して準備をし、中高生の情熱も相俟って大会は成功を収めまし
た。
　今年度大会は、もともと駒ケ根高原にて開催する予定でした。しかしながら、コロナの影響で延
期せざるを得なくなってしまいました。また、延期日程に関しては、諸所の事情により個人競技は
愛知県選手権と併催にするなど運営規模縮小を行いました。
　一年に一度の大会に向けて準備していた皆様には、規模縮小によるモチベーションの低下、延
期による負担の増加など、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
　しかし、新型コロナウイルスで残念ながら三年連続での中止となるイベントもあるなか、昭和より
続いている歴史のある中高選手権が今年も開催できることを大変嬉しく思います。参加者と運営
者の大会に懸ける想いがあってこそ、中高選手権は様々な苦難に打ち勝ってきたのだと思ってお
ります。この場をお借りして、歴史を紡いできた歴代の運営者・参加者の皆様に敬意を表します。
　参加者の中には、コロナの影響であまりオリエンテーリングができていない人もいるかもしれま
せんが、ひとりひとりが自分の力を精一杯出し切れることを願っております。また、中高選手権の
場で中高生の皆さんが存分に活躍されることを楽しみにしています。
　最後になりますが、今大会開催に向けて協力してくださった岡崎オリエンテーリング協会や中央
総合公園の職員の方々を始め、協賛企業・団体の皆様、参加校学校関係者の皆様など関わって
くださった全ての方々に感謝申し上げます。
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2．大会概要
◆開催日 2022 年 3 月 26 日(土)
◆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）
会計責任者 井上 拓紀 (桐朋高校卒)

広報責任者 山崎 嘉津人 (南山高校卒）
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

岡崎市

岡崎教育委員会

愛知県オリエンテーリング協会

◆協賛

FRENSON
SALMING

Sign

多摩オリエンテーリングクラブ 　
ニチレイ

埼玉県オリエンテーリング協会

◆協力 岡崎オリエンテーリング協会

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。
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なお、本大会は 10/8-10 に開催予定に当初予定していた大会が中止となったため開催される
代替大会であり、代替大会に関連する特例等が全国中学校高等学校オリエンテーリング選手

権大会委員会や理事会にて定められることがあります。

3．タイムスケジュール
3/24 17:00 チームオーダー票提出　(※)

3/25 20:00大会サイトにて、公式掲示板公開

　　 22:00大会についての質問締め切り(翌朝までに回答) (＊)

3/26 9:45 開場

　　 11:20 出走メンバー緊急変更受付期限

11:55 デモンストレーション

12:10 MEスタート

12:15 WE,JMEスタート

12:20 UJスタート

12:25 L,鉄人Lスタート

12:30 OMJA,OWJA, OMJN スタート

12:35 OL,OSスタート

14:20 全クラスニ走、三走繰上げスタート

15:00 表彰式(各クラス三位まで)

15:30 ゴール閉鎖

15:45 調査依頼締め切り

16:30 会場閉鎖

※チームオーダー票提出について
3/24(木)17:00までに、下記フォームに出走者氏名を登録してください。(全校必須)
登録先URLは、選手権クラス・併設ジュニアクラス・併設オープンクラス全て共通です

https://forms.gle/S5gqQqUtCGKrP25j7

＊チーム・オフィシャル・ミーディングは実施いたしません。大会についての質問は、メールにて受付いた

します。下記メールアドレスに各校でまとめて送信ください。

○メールアドレス　： 35th-altr.jhoc☆jhof.jp（☆を@に変えてください。）

※メールの件名は 「第 35 回大会団体競技の質問 」 としてください。
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4．交通案内
実行委員会による開催地域周辺での宿泊斡旋や、交通の手配は行いません。

公共交通機関等でお越しください。駐車場は下図の通りです。

バス停から会場までのアクセス案内

出典：国土地理院

〈アクセス 〉
名鉄東岡崎駅よりバス「中央総合公園行き」乗車→「中央総合公園」下車　中央総合公園バス停より会
場まで、徒歩 10 分

バスは座席定員が約27名、立席定員が約28名、合計定員約55名となります。(一部大きいバスもありま
す) 中央総合公園方面行きのバスには、市民病院の利用者もたくさん乗車されることが予想されます。譲
り合ってご利用ください。

雨天の場合など、会場等の屋根のない場所での長時間待機を避けたい場合は、バス降車後に中央総合
公園での待機が可能です。特に場所の指定は致しませんが、他の利用者の迷惑にならないよう、マナー
に気を付けて待機してください。

本大会では、交通機関への影響を鑑みて以下の通り学校別に搭乗する便を指定させていただきます。

指定のバスに乗れないことが事前に分かっている場合は、大会メールアドレスまでご連絡ください。

指定したバス以外のバスに乗ることは妨げませんが、可能な限り従っていただきますようご協力をお願い
致します。
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A. 9:10 東岡崎発→9:39 中央総合公園着→9:50会場着　バス停より0.7km徒歩10分
→桐朋(23名)　　【名鉄バス [61C] 中央総合公園行】

B. 9:40 東岡崎発→10:09中央総合公園着→10:20会場着　バス停より0.7km徒歩10分
→麻布(16名) ・その他参加者　　【名鉄バス [61C] 中央総合公園行】

C. 10:25 東岡崎発→10:54中央総合公園着→11:05会場着　バス停より0.7km徒歩10分
→県立浦和(20名) 県立千葉(7名)　　【名鉄バス [61C] 中央総合公園行】

D. 9:39 矢作橋駅→10:15中央総合公園着→10:25会場着　バス停より0.7km徒歩10分
→東海(8名) ・その他参加者

以下は併設オープン参加者向けのバスになります。中高生の利用は問題ありませんが、中央総合公園
行きよりバス停からの距離が長くなります。

E. 10:10 東岡崎発→10:31高隆寺着→11:00会場着　バス停より1.6km徒歩25分
【名鉄バス [54] 岡崎墓園行】

F. 9:40 JR岡崎駅→10:00 美合駅→10:12市民病院着→10:42会場着　バス停より2km徒歩30
分

【名鉄バス[56] 市民病院行】
G. 10:40 JR岡崎駅→11:00 美合駅→11:12市民病院着→11:42会場着　バス停より2km徒歩30
分

【名鉄バス[56] 市民病院行】

帰りのバス

中央総合公園発→美合駅行き(東岡崎駅経由)　15:12, 15:42, 16:12, 16:42,
中央総合公園発→矢作橋駅行き　16:21

市民病院発→JR岡崎駅行き(美合駅経由)　15:52

帰りのバス時間の指定はいたしません。他の利用者の迷惑にならないよう、譲り合ってご利用ください。
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5．会場案内

◆会場レイアウト

● 本部　緊急オーダー変更や配布物受取など、大会に関する対応をいたします。
● 本部横物販　協賛の  FRENSON ・SALMING・Sign の商品を販売いたします。是非ご利用く
ださい。

● 女子更衣室 　専用テントを会場内に用意します。
● トイレ　会場内にございますが、会場から徒歩10分の野球場・バス停周辺にもございます。トイレ
に向かうための野球場・バス停周辺への移動は制限しません。図中の来場ルートを利用して向
かうよう、お願いいたします。

◆配布物
配布物は学校ごとにまとめてお渡しします。各校の代表者は、大会本部まで配布物を受け取りに来てくだ

さい。

<配布物内容>
・ナンバーカード：安全ピンは自分で用意してください。

・レンタルEカード
・バックアップラベル

・地図 (競技開始まで開かないようにしてください。)

<配布される地図>
地図はテープで封をした状態で配布します。 競技開始まで開かないでください。
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6．競技情報

◆開催地・会場
愛知県岡崎市 岡崎中央総合公園バーベキュー場
所在地：愛知県岡崎市高隆寺町字峠 1 番地

◆競技形式

ポイントオリエンテーリング

３名によるリレー競技、または1名による個人競技

◆計時システム

EMIT 社製パンチングシステムを使用
出走者へのEカードの指定はいたしません。どのEカードでも出走可能です。
ただし、混乱を避けるために一度使用したEカードの再使用はご遠慮ください*
*併設オープン鉄人出走者には無料でEカードの貸与をします。

◆使用地図

岡崎中央総合公園 縮尺 ：1:10,000 等高線間隔 5m JSOM2007準拠
2021年2~3月一部修正

旧図は公式 HP ( https://jhof.jp/jhoc/35th-alt/ ) にて掲載しております。

◆特殊記号
本大会の地図には以下のような特殊記号を使用しています。
○（黒）炭焼窯跡およびそれに類似した人工特徴物
×（黒）遊具およびイノシシ捕獲檻および大きな構造物
モニュメントをケルン、石積の記号（黒○の中心に点）を使用して表示しています。

◆テレイン情報
大会のテレインは標高 100m~250m弱の岡崎市市街地に隣接する里山であり、競技エリア内には田畑
はわずかに存在しますが、民家はありません。ほとんど林となっており、人工林部分と雑木林の部分が
半々であり、走行可能度は「走行容易」、「走行可能」、「走行困難および通過困難」で区分すると、ほぼ
40%,40%,20% の割合です。 （第４２回全日本大会プログラムより引用）
また、地図の植生に経年変化があります。
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◆気候

年 降水量 気温

最高 最低 平均

2021 0.0 11.4 18.4 4.0

2020 0.0 11.6 21.5 1.2

2019 0.0 11.5 18.4 6.6

◆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、下図の赤色で示された区域のオリエンテーリング目

的 （テレイン視察を含む）で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。
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◆クラス ・コース

説明 クラス名 概算距離
(km)

登距離
(m)

優勝設定時間 対象者

男子高校生選手権クラス ME 3.7-3.8 230-250 105 分 男子高校生

男子中学生選手権クラス JME 2.4-2.5 145-155 90 分 男子中学生

女子高校生選手権クラス WE 2.4-2.5 145-155 105 分 女子高校生

併設ジュニア UJ 2.0-2.1 105-110 75 分 中高生

個人男子併設ジュニア上級者 OMJA 2.0-2,1 105-110 25 分 中高生男子

個人女子併設ジュニア上級者 OWJA 2.0-2.1 105-110 35分 中高生女子

個人男子併設ジュニア初級者 OMJN 2.0 110 30 分 中高生男子

ゴール閉鎖は15時30分です。必ずゴール閉鎖までにゴールポストにパンチングを行ってください。競技中
にゴール閉鎖時刻を超過した場合は速やかにゴールに向かってください。

JWE・OWJNクラスは申込がなかったため、廃止致しました。
選手権クラスは、学校単位でのチームで、各校 2 チームを上限として出場することができま
す。

競技中の給水地点はございません。

◆地図配布について
地図はテープで封をした状態で配布物の中に入っています。 競技開始まで開かないでください。
リレー競技のため、ディスクリプションは地図にのみ記載されており、別途配布はございません。

◆ナンバーカード
ナンバーカードは大会本部にて配布します。出場者は、選手1人につき1枚を、胸の見やすい位置に水平
に付けてください。

ナンバーカードは安全ピンで四隅を固定してください。安全ピンは各自で準備してください。

安全ピンは本部にて販売しておりますが(4本100円)、数に限りがあるため出来るだけ各自で持参してく
ださい。

◆ドーピング
・ 本大会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会です。本大会参加者
およびチームオフィシャルは、日本アンチ・ドーピング規程に従わなければなりません。
・ 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容については、日本アンチ・ドーピング機構（JADA）のWebサイ
トにて確認してください。（http://www.playtruejapan.org）
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7.　競技の流れ
◆オーダー変更
　事前のチームオーダーの登録(必須事項)に関しては、「3.タイムスケジュール」をご覧ください。
　チームオーダー票提出後、緊急の事情によりオーダー票通りのチームでの出走が困難になった場合に
限り、チームオーダー変更が出来ます。
　変更する場合は、当日3月26日(土)の11時20分までに本部に申し出て、変更用の用紙に変更が必要な
理由を明記した上で新しいチームオーダー票を提出してください。チームオーダー変更にあたっては、変
更が必要最小限であり、かつ発生した事情に対し一度のみ変更できます。

◆デモンストレーション
11時55分から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。以下の事
項について、ご説明させていただく予定です。
・1 走のスタート位置
・集合時間
・スタートフラッグへの誘導
・スペクテーターズレーンの通過方法
・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
・次走者のスタート枠への入り方
・チェンジオーバーの方法
・3 走のゴール位置(計時線)の確認
・その他の注意点

◆ウォーミングアップエリア
道路に出ず、会場内にて行ってください。

◆通信機器の使用・旧図の閲覧
リスタート時刻(14:20)まで、会場での通信機器の使用は、ライブ速報の閲覧、写真や動画の撮影のみ許
可します。特に、旧図を利用した情報交換、競技に関する情報をSNS等にアップロードする行為は厳しく
禁止致します。
リスタート時刻以降は、通信機器の使用に関する制限は特にございません。
テレイン内(会場含む)にはブリテンおよび公式掲示板を除く、立入禁止区域内の地図およびそれに類す
るもの(O-Map、行政図、写真、イラストなど)の持込を禁止します。持ち込んだことが発覚した場合は、学
校単位での失格などの措置を取る場合があります。通信機器を用いての表示も禁止とします。

◆スタート
スタート時刻は下記の通りです。
12:10 ME
12:15 WE,JME
12:20 UJ
12:25 L,鉄人L
12:30 OMJA, OWJA, OMJN
12:35 OL,OS
第 1 走者は一斉スタートです。第 1 走者はスタート時刻 5 分前に 1 走スタート地区に集合するようにし
てください。スタート時刻になったらスタートの合図と同時にスタートしてください。地図はスタート後に開い
てください。

◆競技中の誘導について
競技中の誘導は全て赤白テープ誘導またはレーン誘導です。
必ず誘導に従ってください。

11



◆服装および用具に関する注意
フィニッシュ閉鎖時刻を守るため、時計の携帯を義務づけます。
公益社団法人日本オリエンテーリング協会(以下、JOA と表記)規定の競技規則に則った服
装および携行で競技に参加するようにしてください。

◆救護所
      会場内に救護所を設けます。その他の場所には給水所・救護所を設けません。
  
◆スペクテーターズレーン
全ての選手がレースの後半に一度会場内のスペクテーターズレーンを通過します。通過中の選手に対す
る給水・給食・助言は禁止します。スペクテーターズレーンを通過してからフィニッシュまで最速で3分を想
定しています。

◆ライブ速報・実況
LapCenter上でライブ速報を行います。中間速報はありません。また、ライブ速報の紙媒体での配布・掲
示は行いません。
会場内では実況を行う予定です。
ライブ速報と実況はあくまで補助的な物です。次走者待機枠に入るタイミングは、競技者の責任で前走者
のスペクテーターズレーン通過を注視してください。

◆チェンジオーバー
次走者は前走者がスペクテーターズレーンを通過するのを確認したらアクティベートをして次走者待機枠
に入るようにしてください。チェンジオーバーは前走者が次走者の体のどこかに触れることにより成立しま
す。
次走者はチェンジオーバーの後に地図を開いて下さい。
第1、第2走者はチェンジオーバー後にパンチングフィニッシュを行ってください。第3走者を除き、チェンジ
オーバーをせずにフィニッシュをした場合、そのチームは失格となります。

◆地図回収
14時20分までにフィニッシュした選手は計算センター通過後に地図回収を行います。回収袋に地図を入
れてください。繰り上げスタート後に地図は返却します。

◆繰り上げスタート
繰り上げスタート時刻は14時20分です。
繰り上げスタート対象者は、繰り上げスタート時刻 5 分前には待機枠付近に出走準備をして集合するよ
うにしてください。
リレーで繰り上げスタートになった場合、繰り上げスタートになったチームの順位はチームの各競技者の
時間の合計で決める。繰り上げスタートになったチームの順位は、チェンジオーバーできて正規の方法で
フィニッシュしたチームより後になる。(競技規則 21.7)

◆フィニッシュ
全クラスパンチングフィニッシュです。
最終走者がパンチングした時刻をフィニッシュ時刻とします。なお、第 3 走者のフィニッシュにおいて選手
が並走している場合、選手の胸が計時線を通過した順番を着順とします。計時線を超えてからの追い越
しは禁止とします。

◆カードの読み取り
パンチングフィニッシュ後、速やかに計算センターにてEカードの読み取りを受けてください。

◆ウイニングラン
優勝が確定的なチームに限り、ウイニングラン(同チームの選手による最終走者の伴走)が
可能です。希望する場合は、本部に申し出てください。ただし、競技状況によっては許可
しない場合があります。
ウイニングランは役員の指示に従って行ってください。
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◆調査依頼、提訴
調査依頼は本部備え付けの用紙に記載の上、本部に届け出てください。地図返却の20分後(14:40)、も
しくは競技終了後(個人単位)の15分後、いずれか遅い方までを提出期限とします。提出期限後、正当で
例外的な状況がある場合は、その理由を記載したうえで調査依頼を提出してください。
調査依頼の回答に納得がいかない場合に限り提訴を受け付けます(回答後 15 分以内)。裁定委員会の
決定は最終的なものとなり、大会報告書に掲載します。

◆裁定委員
公式掲示板に記載します。

8．その他

● 食事の配布はありません。来場前に各自で手配してください。

● 中央総合公園にコンビニエンスストアはございません。昼食は事前に購入してください。バス停

周辺に自動販売機があります。

● 当日参加はありません。

● 事前・当日の地図販売はございません。必要があれば、大会終了後に大会メールアド

レスにご連絡ください。学校ごとに対応いたします。

9．顧問及び保護者の方へ

● 観戦エリア内での観戦は自由です。

● 特に保護者の皆様は、なるべく自家用車をご利用してご来場ください。

10．お問い合わせ
○窓口：森清 星也（実行委員長）

○メールアドレス　： 35th-altr.jhoc☆jhof.jp（☆を@に変えてください。）

※メールの件名は 「第 35 回中高選手権団体競技代替大会 について」としてください。

○電話番号（3/25(金)・3/26(土の連絡)）：090-9192-0950 (実行委員長携帯)
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11.【ジュニアチャンピオン大会のお知らせ】
ジュニアチャンピオン大会は、以前より中高選手権の協賛をしていただいている多摩オリエンテー
リングクラブ主催の大会です。

次大会で第39回を迎える大変歴史のある大会で、中高生のトップを決める非常に重要度の高く
格式の高い大会と言えます。例年、JMEとWEクラスの優勝者には協賛のO-Ajari様から靴が贈ら
れるなど、目指し甲斐のある大会となっています。

第39回大会は、青梅市の「七国峠」で行われます。七国峠は中高生ティアの故郷とも言えるテレ
インです。その上、日本ランキング指定大会クラス設置、新歓クラス併設と大学生や社会人にも魅
力的な大会です。

春の陽気のなか、奥武蔵の里山に是非足を運ばれてはどうでしょうか。

多摩OL ホームページ   要項（Bulletin2）

http://www.orienteering.com/~tama/jc/jc39/index.html

Japan-O-entrYで受付が開始されています

https://japan-o-entry.com/event/view/860
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