
 

 

2014 年度･第 15 回オリエンテーリング東京都選手権大会 

 兼 全日本リレー東京都代表選手選考会 
 

 

」 

 

主    催    東京都オリエンテーリング協会  

後  援  八王子市（申請中） 

期   日   ２０１４(平成２６)年９月２３日(火 祝)  

雨天決行・荒天中止 

開 催 地・会場  東京都八王子市加住市民センター（予定） 

競技責任者 天明英之（東京 OL）コース設定者 菊澤恵三（多摩 OL） 

交  通：JR 中央線「八王子」駅北口・京王線「八王子」駅 

     よりバス「戸吹」「杏林大学」行「滝山城址下」 

     下車徒歩５分（駐車場はありません） 

プログラム  各自のスタート時刻を含め、東京都ＯＬ協会ＨＰに掲載し公表します。（９月１５日頃） 

成  績    出場者の氏名及び所属等について、東京都ＯＬ協会ＨＰほかで公表します。 
  

 競技案内   
競技形式   ポイントオリエンテーリング・ミドルディスタンス競技 

      （ＪＯＡの定める日本オリエンテーリング競技規則に準拠して実施します。） 

地    図   「滝山城址」  縮尺１：１０，０００   等高線間隔５ｍ  走行可能度４段階 

コントロール通過証明 E-カード（EMIT社）  スタート開始時刻 １０：３０（予定） 

クラス   Ａは上級者を対象とする選手権クラス。経験の少ない方はＢクラスに申し込み下さい。 

クラス 性別・年齢制限
優勝設
定時間

クラス 性別・年齢制限
優勝設
定時間

Ｍ２１Ａ 制限なし（ＭＥ） 40分 Ｗ２１Ａ 女性･年齢制限なし(ＷＥ) 40分
Ｍ６５Ａ 65歳以上（ＸＶ） 30分 Ｗ５５Ａ 女性・55歳以上 30分
Ｍ５０Ａ 50歳以上（ＭＶ） 30分 Ｗ４５Ａ 女性・45歳以上(WV,XV) 30分
Ｍ３５Ａ 35歳以上（ＭＳ） 35分 Ｗ３０Ａ 女性・30歳以上(ＷＳ) 35分
Ｍ２０Ａ 21歳以下（ＭＪ） 30分 Ｗ２０Ａ 女性・21歳以下(ＷＪ) 30分
Ｍ１８Ａ 18歳以下 30分 Ｗ１８Ａ 女性・18歳以下 30分
Ｍ１５Ａ 15歳以下(ＸＪ) 30分 Ｗ１５Ａ 女性・15歳以下(ＸＪ) 30分
ＭＢ 年齢制限なし 30分 ＷＢ 女性・年齢制限なし 30分
Ｍ１２ 男子・12歳以下 20分 Ｗ１２ 女子・12歳以下 20分
初心者 年齢制限なし ※　年齢は2015年3月31日現在の満年齢です。
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☆ 東京都選手権の参加資格を有しない方でも、選手権クラスにも参加いただけます。 

☆ 全日本リレー代表選手選考会に参加希望の方は、カッコ内の指定クラスに申し込み下さい。 

★注意★全日本リレーＸＶ(スーパーベテラン)クラスへの女性の参加可能年齢は 50 歳以上ですので、同ク

   ラスの選考対象は、選考会Ｗ45Ａクラス対象者のうち 50 歳以上の方のみとなります。 

☆ 当日申込を若干受け付けますが、表彰の対象となりません。また、スタート時刻は原則として事前申  

  込み者のスタート指定時刻終了後となり、希望するクラスに出走できない可能性があります。  

☆ また、初心者,１２のクラスにおいては、表彰対象外となることを承諾頂き、指導者が指導目的で選   

  手と隣接時刻でのスタート時刻にて参加できますのでご利用ください。申込時に申告して下さい。 

   ★注意★ 本要項は東京都選手権および東京都代表選考会用の要項です。他県の代表選考会に参加される方は他

県の要項により申し込みをお願いします。なお、他県の選考会参加者でも、都選手権への参加資格を満たして

いれば都選手権の対象となりますので、他県への申込時に「都選手権に参加希望」および参加資格（a,b,c の

いずれか）を特記願います。 
  

 招待選手   以下の第 14回東京都選手権者を招待選手といたします。（敬称略） 

       Ｍ21Ａ 結城 克哉  Ｗ21Ａ 番場 洋子 Ｍ65Ａ 小笠原揚太郎  Ｗ45Ａ 浦瀬 香子  Ｍ50Ａ Vetter Joerg 

   Ｗ30Ａ 寺島 貴美江  Ｍ35Ａ 源後 知行  Ｗ20Ａ 伊東 瑠実子  Ｍ20Ａ 柴沼 健  Ｍ18A 山崎 慎之助  

      Ｍ15Ａ 池田 匠  他のクラスは該当者なし。該当クラスの年齢に合致しなくなった方の場合は、希望される

   クラスの招待選手といたします。 

 表  彰   

 ★各クラス上位３名まで（東京都選手権対象クラスは、選手権有資格者に限る）を表彰します。 

★東京都選手権（２１Ａ）クラスにおける優勝者(有資格者)を 2014 年度オリエンテーリング東京都選手権者

とし、各年齢別カテゴリの優勝者も同選手権者（○○歳以上の部等）とします。 

第 15 回東京都選手権大会を実施致します。男女各７カテゴリで、オリエンテーリングの東京都 No.1 を競います。

併せて 12 月に岐阜県で行われる全日本リレーOL 大会の東京都代表選手を決める選考会を行います。前回に続い

て連覇を目指して、皆様の奮っての参加をお願い致します。 

東京都選手権参加資格 

（以下のいずれかを満たす者） 

ａ．東京都ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会会員(加盟ｸﾗﾌﾞ等)に 

所属している 

ｂ．東京都ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会に競技者登録している 

ｃ．東京都内に在住・在勤・在学中である 

  

参加者募集要項 



 

 

 参 加 費    ★競技者登録等の有無により、参加費が異なります。ご注意ください。 

18歳以下 18歳以上 初心者
(高校生以下) (大学生・一般) M12,W12

上記以外 1,000円 2,000円

上記以外 1,100円 2,300円

1,300円 2,500円 500円

事
前
申
込
者

東京都協会会員（加盟クラブ等）所属
未登録者

1,000円 2,100円

1,800円

当日申込者

500円

500円

競技者登録 所属　会員（加盟クラブ等）

900円東京都協会会員（加盟クラブ等）所属
競技者登録者

 

★Ｅカードをレンタルする方は 300 円を追加してください。 

★プログラムの郵送を希望される方は紙プログラム代および郵送代として 300円を追加して下さい。 
 

 申込方法   締め切り ２０１４年９月１０日（水）必着 
     送付方法：e-mailまたは郵送、入金方法：銀行振込または郵便振替でお申し込みください。 

① 郵送の場合は必要事項を記入した申込用紙を郵送。  

e-mailの場合は、ホームページよりエントリーフォームをダウンロードして、添付して下さい。 

  ② 参加費（Ｅカードレンタル、プログラムの郵送の場合は、必要費用を加算）を、振込み。 

       参加費等振込先銀行口座： 

       郵便振替口座 口座番号 00140-9-789698   

       銀行口座   ゆうちょ銀行 〇一九店（019） 当座 0789698 

       加入者名はいずれも 杉本光正（スギモトミツマサ） 

      申し込み先 

    郵送先   〒184-0005 東京都小金井市桜町1－6－11 杉本光正 

       e-mail  ghb01420 東 nifty.com（杉本光正） 
         

 問合せ先  ghb01420 東 nifty.com（杉本光正）  TEL 042-381-8147（自宅） 

        HZT04161 東 nifty.ne.jp（荒井正敏） （‘東’→’@’） 
  
 注意事項等  
 ☆ 参加資格等に偽りがあった場合には、出場停止もしくは失格とします。また、不明な点があった場合には電話

等で問い合わせをする場合があります。 

 ☆ 代走は認めません。         ☆  民家の敷地や耕作地への立ち入りはしないで下さい。 

 ☆  会場並びにテレイン内は火気使用禁止です。 

 ☆ 自分が出したゴミは、必ず持ち帰って下さい。 

☆ 傷害保険は、事前申込者を対象に主催者にて加入しますが限度があります。個人でも加入しておくことをお勧

めします。万一のために保険証のコピーをご持参下さい。  

☆ 大会参加者は自分自身の健康状態を十分考え、絶対に無理をしないで下さい。 

☆ 参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた傷害、損害、損失等については、主催者はその責任を負いません。 

☆ 参加に際し、利用する交通機関に特段不都合のある方、その他ご希望等のある方はお問合せください。 
 
 

 201４年度・第１５回オリエンテーリング東京都選手権大会参加申込書  

①ﾌﾘｶﾞﾅ ③競技者登録番号

②氏  名 ④所属クラブ等

⑤生年月日 (西暦）        年      月      日 ⑥年齢 歳(2015.3.31現在）

⑧住  所 ⑦〒

⑨電話番号 有 ・ 無

⑩ｅ-mail
(東京都協会から連絡を望む場合）

⑬E－card番号

⑭希望ｸﾗｽ ⑮参加費 円 東京都選手権参加者のみ

⑯交通機関 公共・バイク・自転車・その他(　　　) ⑱東京都選手権資格 ａ ・ ｂ ・ ｃ

⑰プログラム郵送希望 有　・　無 ⑲(cの場合の勤務地等) 区・市

⑳全日本リレー代表選手選考会希望者のみ(希望のクラスに○) 　　ＭＥ　ＷＥ　ＭＳ　ＷＳ　ＭＪ　ＷＪ　ＭＶ　ＷＶ　ＸＶ ＸＪ

⑪性別

男・女

⑫E-card貸出希望の有無

☆ 東京都に競技者登録している方は、生年月日・年齢・住所・電話番号・性別・e-mailの欄の記入は不要です 


