
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

開催期日：２０１９年 ５月１１日（土）～１２日 (日)  雨天決行・荒天中止 

主  催：青森県オリエンテーリング協会    大会会長：久道 達夫（青森県オリエンテーリング協会会長） 

共  催：オリエンテーリング北海道東北地区連絡協議会 

競技種目：ポイントオリエンテーリング （１日目：スプリント ２日目：ミドルディスタンス） 

トレイルオリエンテーリング （２日目：ＴｅｍｐＯ モデル競技） 

競技区域：１日目：青森県上北郡東北町 東北町南総合運動公園 

    ２日目：       〃      膳前地区・篠内平地区 

運営責任者：幸山 敏克            競技責任者：田中 徹 

イベントアドバイザー：日下 雅広（岩手県オリエンテーリング協会） 

後  援：青森県 東北町 東北町教育委員会 デーリー東北（以上、申請中） 協  力：調整中 

協  賛：調整中 

競技規則：「日本オリエンテーリング競技規則」に準じる 

位置説明：ISCD 2018 を用いる．但し年少者クラス及びＢクラス,グループは日本語による位置説明を併記する 

問い合わせ先： t_komama◆hotmail.com (幸山)または skogstroll◆biglobe.jp (田中)（◆を＠に変更してください） 

大会情報ＵＲＬ：https://orienteeringaomori.jimdo.com/ 

大会 facebook ：https://www.facebook.com/aomoriorienteering/ 

パンチシステム：ＥＭＩＴ社製電子パンチングシステム（Ｅカード） 

競技情報： 

開催 日程 ５月１１日（土） ５月１２日（日） 

種   目 スプリント競技（ＪＯＡ非公認）  ミドルディスタンス競技（ＪＯＡ公認） 

地   図 

 

 

 

 

テレイン 

プロフィール 

[東北町南総合運動公園 ] ニューマップ、ニューテレイン 

縮尺 1:4,000  等高線間隔２ｍ JSSOM2007 準拠 

2018 年作成 

走行度４＋１（通過禁止の植生）段階表示 Ａ４判 

   インクジェットプリンター印刷 耐水加工済   

東北町に２か所ある総合運動公園の１つで,陸上トラック,野

球場,屋内野球場などの施設が整備されている．芝生広場が広

がり遊歩道が発達している．園内には遊水地や湿生植物の保

護地がある 

 

[乙 供]  ニューマップ、ニューテレイン 

縮尺 1:10,000 等高線間隔５ｍ ISOM2017 準拠  

2019 年作成 走行度４段階表示 Ａ４判 

インクジェットプリンター印刷 耐水加工済  

 

県東部の上北地方に広がる台地テレインで全体に緩い傾斜の地

形であるが,北部・東部の谷地に下る斜面は急峻で浸食により複

雑な地形がある．最高最低地点の標高差は５０ｍ.植生は杉の植

林と混交林でほぼ５０％が走行容易である．林地内に土塁のネ

ットワークが発達している 

青い森 まなか２Days オリエンテーリング大会 

 

 
Bulletin 1 開催要項（版 1.1)         （公社）日本オリエンテーリング協会公認カテゴリＢ（第 2 日目ミドルディスタンス ） 

■ ■    本大会の２つのイベントはそれぞれ個別の競技として成績を評価します    ■ ■ 

■ ■ 二日間ともに競技終了後,テレインを開放します。新歓トレや反省会に活用ください  ■ ■ 

■ ■  第２日目ミドルディスタンス競技は第 25 回北海道・東北選手権大会を併設します  ■ ■ 
■ ■  第２日目ミドルディスタンス競技後にトレイルＴｅｍｐＯのモデル競技を開催します ■ ■ 

■ ■  第 1日目スプリント競技は日本オリエンテーリング協会公認大会ではありません  ■ ■ 

兼 第 25 回 北海道・東北選手権大会 



会   場 東北町民体育館         ( N 40.725  E 

141.253) 

青森県上北郡東北町上野 191         

東北町中央公民館              ( N 40.782  E 141.210) 

 青森県上北郡東北町字膳前 48 

アクセス 青い森鉄道「上北町」駅から約１．３ｋｍ 

「上北町」駅には 

東北新幹線「八戸」駅から青い森鉄道にて約 30分 

青森空港からバスにてＪＲ「青森駅」、青い森鉄道で約 60 分 

三沢空港からバスにて青い森鉄道「三沢駅」経由約 15 分 

八戸自動車道から 

 八戸ＪＣＴより百石道-第二みちのく道-上北道経由で上北

ＩＣより約５ｋｍ 

東北町民体育館の駐車場をご利用ください 

 青い森鉄道「乙供」駅から約５００ｍ 

「乙供」駅には 

東北新幹線「八戸」駅から青い森鉄道にて約 35分 

青森空港からバスにてＪＲ「青森駅」、青い森鉄道で約 55 分 

三沢空港からバスにて青い森鉄道「三沢駅」経由約 20 分 

八戸自動車道から 

 八戸ＪＣＴより百石道-第二みちのく道-上北道経由で上北Ｉ

Ｃより約１２ｋｍ 

東北町中央公民館の駐車場をご利用ください 

コースプランナー 田 中 徹（予定） 田 中 徹（予定） 

スタート開始時刻 スプリント   １３：００（予定） 

グループ    １３：００（予定） 

ミドルディスタンス   １０：００（予定） 

グループ        １０：００（予定） 

当日受付 １２：００～１３：００（予定） ９：００～９：３０（予定） 

競技上の留意事項 金属ピンシューズは使用できません．公序良俗に反するよう

な服装は避けてください 

シューズに制限を設けません．ウェアは長袖、長ズボンを推奨

します．公序良俗に反するような服装は避けてください 

 

クラス,参加費,参加資格等： 

クラス（公認大会）  参 加 費 Ｅカードレンタル 

（男子） （女子） 年齢※１、資格※２ スプリント 
ミドル 

ディスタンス 
１競技あたり※6 

Ｍ１０ Ｗ１０ １０歳以下※３ ２００円  ２００円  ３００円  

Ｍ１２ Ｗ１２ １０－１２歳※３  青森県小学生選手権を兼ねる ２００円  ２００円  ３００円  

Ｍ１５Ａ Ｗ１５Ａ １３－１５歳※３  青森県中学生選手権を兼ねる ２００円  ２００円  ３００円  

Ｍ１８Ａ Ｗ１８Ａ １６－１８歳※３  青森県高校選手権を兼ねる ５００円  ５００円  ３００円  

Ｍ２０Ａ Ｗ２０Ａ １９－２０歳  北海道東北ジュニア選手権を兼ねる １,５００円  ２,５００円  ３００円  

Ｍ２１Ａ Ｗ２１Ａ 年齢制限なし※４ 但しミドルは１９歳以上  ２,０００円  ３,５００円  ３００円  

北海道東北選手権を兼ねる           （大学生以下） １,５００円  ２,５００円  ３００円  

Ｍ３５Ａ Ｗ３５Ａ ３５歳以上  北海道東北シニア選手権を兼ねる ２,０００円  ３,５００円  ３００円  

Ｍ５０Ａ Ｗ５０Ａ ５０歳以上  北海道東北ベテラン選手権を兼ねる ２,０００円  ３,５００円  ３００円  

Ｍ６５Ａ Ｗ６５Ａ ６５歳以上 ２,０００円  ３,５００円  ３００円  

Ｍ８０Ａ Ｗ８０Ａ ８０歳以上 ２,０００円  ３,５００円  ３００円  

ＭＢＬ ＷＢＬ 年齢制限なし 中級レベル長めコース １,５００円  ２,５００円  ３００円  

ＭＢＳ ＷＢＳ 年齢制限なし 中級レベル短めコース １,５００円  ２,５００円  ３００円  

ＯＰＬ※５ （当日個人上級） 制限なし ２,０００円  ３,０００円  参加費に含む  

ＯＰＳ※５ （当日個人中級） 制限なし ２,０００円  ３,０００円  参加費に含む  

グループ※7   １人～５人グループ （オリエンテーリングの初心者はこのクラ

スに出場されることをお勧めします．1 人から参加できます）  

当日受付にお越しください 

１人目５００円  

２人目以降は一人２００円加算 

 

参加費に含む  

本大会ミドルディスタンス競技の参加費には(公社)日本オリエンテーリング協会の会員支援に関する規程に基づく支

援金５００円が加算されています。但し,Ｍ／Ｗ２０Ａ以下,学生,Ｂクラス,当日クラス及びグループの参加費には加

算されません 

※１ 年齢は２０１９年度内に達する満年齢とします   

※２ 女子選手の男子クラス年齢該当クラスへの参加が可能です 

※３ Ｍ／Ｗ１０，Ｍ／Ｗ１２，Ｍ／Ｗ１５Ａ，Ｍ／Ｗ１８Ａ出場資格者 はそれぞれ 1 ランク上のクラスに参加するこ

とができます 

※４ ミドルディスタンス競技に限り,Ｍ／Ｗ２１Ａの出場資格は１９歳以上です 



※５ 当日申込みクラス（ＯＰＬ，ＯＰＳ）は参加者数の受付人数に制約があり,参加受付ができない場合があります 

   当日申込みクラスの参加費にはＥカードレンタル料を含みます．マイカードは使用できません 

※６ Ｅカードのレンタルを希望する者は申込書の申し込み欄に記入ください．レンタル料は上表のとおりです 

※７ グループの参加費にはＥカードレンタル料を含みます．マイカードは使用できません 

 本大会のミドルディスタンス競技は日本オリエンテーリング協会の公認大会であり,Ｍ/ＷＢＬ,Ｍ/ＷＢＳ,ＯＰ

Ｌ/Ｓ,グループ以外のクラスに参加するためには競技者登録が必要です．申込書に登録番号を記載して申し込み

をしてください。競技者登録の詳細は日本オリエンテーリング協会ウェブサイトをご確認ください 

 エントリー数によりクラスの分割・統廃合を行う場合があります 

 ウイニング想定タイムはスプリント１２～１５分,ミドルディスタンス２５～３５分を予定しています．詳細はプ

ログラムで公開します 

 ＴｅｍｐＯは当日に参加受付を行います．ミドルディスタンス競技後にお申し込みください 

 競技終了後のテレイン開放についてはプログラムにて詳細を公開します．新歓トレーニングなどご活用ください 

 

【重要】北海道・東北選手権（北東選手権）について 

 本大会のミドルディスタンス競技は北東選手権を併設しています．北東選手権出場資格は下記１～３のいずれか

を満たすこととなります 

１．北海道・東北地区に住所を有する（又は居住する）者  

２．北海道・東北地区に勤務又は在学する者  

３．北海道・東北地区の道・県協会に競技者登録をする者  

北東選手権に資格２または３で出場する場合,備考欄にその旨を記載してください 

 ＪＯＡ競技者登録のない選手も北東選手権に出場が可能です．この場合,ＪＯＡ公認大会はオープン参加となりま

す 

 北東選手権への参加資格を有し対象クラスに出場される方は,北東選手権の出場とさせていただきます．参加資格

を有する方で選手権出場扱いを希望されない場合は備考欄にその旨を記入ください 

 

【重要】青森県青少年選手権について 

 本大会のスプリント競技,ミドルディスタンス競技はそれぞれの種目の青森県青少年選手権を併設しています．Ｊ

ＯＡ競技者登録のない選手も県青少年選手権に出場が可能です．この場合ミドルディスタンス競技についてはＪ

ＯＡ公認大会ではオープン参加となります． 

 県青少年選手権の出場資格は,青森県内に在住,県内の小学校,中学校,高校に在学している児童,生徒となります 

 

申込方法：郵送の場合 〒038-1214 青森県南津軽郡藤崎町常盤字二西田４０－１０５ 幸山 敏克 気付  

青森県オリエンテーリング協会  青い森まなか大会係 

    ：電子メールの場合  t_komama◆hotmail.com 幸山 敏克     ◆を＠に変更してください  

    ：送金先 ゆうちょ銀行 ０２２６０－９－６３７７４ 青森県オリエンテーリング協会 

     （他行から送金の場合 ゆうちょ銀行 二二九店 当座口座００６３７７４ になります） 

 

申込締切日：2019 年4 月22 日(月)までに参加データの受信又は配達,参加費の納付がされていること 

 

表  彰： 

１．個人の２競技ではそれぞれ個別に各クラス３位まで表彰します．ＯＰＬとＯＰＳは表彰対象外です 

２．ミドルディスタンス競技の県小学生,県中学生,県高校生の男女クラス優勝者を県選手権者として表彰します 

３．グループクラスに参加のチームには完走証を差し上げます 

 

トレーニングコース：本大会では設置いたしません 

 

エントリーに関する留意事項： 

１．大会開催中に参加者が自身あるいは他に与えた損害損傷はすべてその責任は参加者自身にあります．自分自身の

健康状態に十分に留意し,絶対に無理をしないでください 

２．競技中は他の競技者,一般の方等に衝突などを起こさないように十分に注意を払ってください 



３．大会開催中に発生する事故等に備えて,スポーツ傷害保険等への加入を推薦します 

４．民家の敷地,耕作地などには絶対に立ち入らないでください 

５．大会が開催されない場合も参加費等の返金は行いません 

６．エントリー不備があった場合,エントリーは受理されたことにはなりません 

７．本大会の情報,写真,映像,記事,記録等の公開･使用権は主催者に帰属します．住所等の個人情報は本大会の運営上

の必要性にのみ使用されます 

８．本大会のプログラムとスタートリストは大会７日前ごろ,青森県ＯＬ協会のウェブサイトにＰＤＦ形式で掲載す

るとともに,大会会場に掲示します．ＰＤＦファイルを各自プリントしてご持参ください 

９．本大会の成績表は青森県ＯＬ協会のウェブサイトにＰＤＦ形式で掲載します 

１０．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 

 

交通、宿泊及び観光に関する留意事項： 

１．東北町内の温泉,旅館等宿泊施設の利用を推奨します 

２．春爛漫の東北地方の開催です．競技の後は是非,みちのくの自然,温泉,名所そして味覚をご満喫ください 

 

 

 


