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◎Ｒｅｓｕｌｔのコーナー 
 

2006/06/10  菅平高原アゲイン４at菅平牧場（長野県）

Ｅ（出走19名） 

 1 田代 雅之      0:44'12" 

 9 前田 春正(ＫＯＬＡ)  1:21'30" 

 

2006/06/11 ジャパンロゲイニングチャレンジ2006菅平大会 

３時間の部５０歳以上（出走9名) 

 1 小林 二郎(愛知ＯＬＣ)810点(2:57'43") 

 6 前田 春正(ＫＯＬＡ) 530点(2:49'44") 

 

2006/06/18  2006年度関西学連インカレロングセレクションat青山高原

ＭＯ（出走28名） 

 1 高田 智実(紅萠会)  1:10'49" 

 7 中村 貴史(杉風会)   1:26'20" 

16 永瀬 真一(ＫＯＬＡ) 1:56'49" 

ＷＯ（出走11名） 

 1 若木まりも(京都大学OG)1:00'32" 

 6 前田 春正(ＫＯＬＡ)  1:15'15" 



平成 18年度第一回近畿 OL連絡会 議案書 
1）クラブ紹介 
出席者によるクラブの近況紹介。 
 
2）行事日程調整 
各種行事間で日程調整を行います。 
 
3）地図の折り方研究会の報告 
みやこ OLCの坂本氏より、地図の折り方研究会の報告について報告があります。 
 
4）第 22回ウエスタンカップの報告 
OLP兵庫の城森氏より、第 22回ウエスタンカップについて報告があります。 
 
5）JOA競技者登録、エリートクラス出場資格等の説明・JOAに対する要望について 
JOAの平島氏より JOAからの連絡等があります。 
 
6）その他 
当日新たにクラブから議題が提出される等、話し合いの必要性が認められる事項につ

いて話し合います。 
 

以上 
 
関西オリエンテーリング連盟 事務局長 中 清行 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
上記のように、近畿ＯＬ連絡会が開催されました。 
「地図の折り方」については、オリエンテーリングマガジンにも記事が載っています

が、開催に伴い、案内をどのように流せばいいかという話しが出てきました。 
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平成 18年度公認大会実施基準について 
 

JOA競技専門委員会 
 
1. 主催・公認大会についての基本的考え方 
・ JOA主催大会は次の大会とする： 

- 全日本 O大会（選手権を兼ねる） 
- 全日本リレーO選手権大会 
- 「主催および公認大会開催に関する規程」による大会 

・ 公認大会は、会員（都道府県協会）、クラブ等の団体が主催する大会で、競技規則に則って行

われる大会をいい、次のカテゴリに分ける。 
- カテゴリ A：競技規則に従って、クラス分け，参加資格等，統一基準に基づく大会。「東
日本」，「西日本」等の名称を使うことができる。 

- カテゴリ B：競技規則のうち、ガイドラインに従って行われる大会。 
- カテゴリ S：競技規則のうち、ガイドラインに従って行われるスプリント競技、パーク O
などの大会。 

・ 主催・公認大会にはコントローラを置き、競技の公平性および質の保証に努める。 
・ Eクラスおよび Aクラスへの参加は競技者登録者のみとする。 
・ 主催・公認大会の記録を公式記録として認定する。 
・ 公認料は別途、定める。 
・ 主催・公認大会を対象に、年齢別ランキング表彰制度を設ける（別途、実施基準参照）。 
 
2. 平成 18年度実施基準 
・ 従来の「主催および公認大会開催に関する規程」を併用する。 
・ 競技規則（クラス、参加資格等）の適用にあたっては、弾力的な運用を図る。（別途、競技規

則適用基準、クラス分けガイドライン参照） 
・ 競技者登録については、一時登録を認める。ただし、一時登録者は年齢別ランキングの対象

とはならない。また、一時登録料（500円）のうち、200円は JOAに納入する。 
・ 大学クラブが主催する大会においては、学連登録者を競技者登録者と見なす。ただし、E権取
得には競技者登録を条件とする。 

・ 公認料は、平成 18年度に限り、次のとおりとする。 
- カテゴリ A： 3万円 
- カテゴリ B： 1万円 
- カテゴリ S： 5千円 

・ 平成 18年度公認大会の申請および公示 
- カテゴリ A： 平成 18年 2月末日（終了）、3月末日までに公示 
- カテゴリ B、S（上半期）： 3月 20日（期限）、3月末日までに公示 
- カテゴリ B、S（下半期）： 4月末日（期限）、5月 14日公示予定 
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・ 主催・公認大会に関連する競技者登録、E 権出場資格条件等の事項の適用については、平成
18年 3月末日までに公示する。 

・ 平成 18年度主催及び公認大会を対象とした、年齢別ランキングを実施する。 
・ 平成 18年度オリエンテーリング公式記録年鑑（仮称）を刊行する。 
 

平成 18年度公認大会実施基準のまとめ 
カテゴリ カテゴリ A カテゴリ B カテゴリ S 

主催者 正会員，団体等ほか 正会員，団体等ほか 正会員，団体等ほか 
競技規則*1 適用 適用 適用 
競技形式*2 スプリント以外 スプリント以外 スプリント（またはパー

ク O ） 
参加資格*3 競技者登録者（E,A） 

Eクラス：有資格者 
競技者登録者（E,A） 
Eクラス：有資格者 

競技者登録者（E,A） 
Eクラス：有資格者 

クラス分け*4 ガイドラインによる。 
クラス統合可 

ガイドラインによる。 
E（オプション） 

ガイドラインによる。 
E（オプション） 

地 図*5 1:15 kまたは 1:10 k とくに規定せず 1:4 kまたは 1:5 k 
開催時期 年度内 年度内 年度内 
参加費 自由 自由 自由 
公認料 30,000円 10,000円 5,000円 
大会コントロ

ーラ*6 
JOAが主催者と協議し，
任命 

JOAが主催者と協議し，
任命または承認 

JOAが主催者と協議し，
任命または承認 

報 告 報告書、記録(電子媒体) 報告書、記録(電子媒体) 報告書、記録(電子媒体) 
年齢別ランキ

ング 
E、Aクラス対象。 
正規競技者登録者のみ。

E、Aクラス対象。 
正規競技者登録者のみ。

E、Aクラス対象。 
正規競技者登録者のみ。

特 典*7 E権付与：上位 名 
記録を認定 

E権付与：上位 名 
記録を認定 

記録を認定 

備 考 従来の東西大会 
会員主催大会 
クラブ主催大会等 

会員主催大会 
クラブ主催大会等 

パーク Oを含む 

*1 「日本オリエンテーリング競技規則」および「主催・公認大会における競技規則の適用条項」
(案)参照。 

*2 ロング：ロングディスタンス ミドル：ミドルディスタンス スプリント以外にはリレー，他
の形式の競技を含む。カテゴリ Sにおいては、スプリント形式以外のクラスの併催可。 

*3 競技者登録者：一時登録および大学クラブ主催大会の学連登録者を含む。 
*4 「主催・公認大会のクラス分けに関するガイドライン」(案)参照。Bクラスへの参加資格に制
限は設けない。Nクラスは、フィットネス Oとして扱う。 

*5 原則とする。15 k：15,000， 10 k：10,000，4 k：4,000，5 k：5,000 
*6 大会コントローラは、JOA 認定登録コントローラから選任することが望ましい。また、コン
トローラ費用は主催者が負担する。 

*7 エリート権については、別途、公示。 
 

 



年齢別ランキング実施基準 
 
 
1. 目 的 
大会における競技者個人の記録をポイント化することにより，当該年度の年齢別ランキング

を算出し，上位ポイント取得者を表彰する。 
競技者の意識高揚，動機付け，ひいてはオリエンテーリングの技術向上に資する。 

 
2. 参加資格及び区分 
年齢別ランキング制度に参加できる者は，競技者登録を行ったものとする。ただし，一時登

録者は対象とならない。 
大会の Eクラスおよび Aクラスを対象とする。ただし，A/Bを付けないクラスを含む。 
競技者で年齢別ランキング制度に参加を希望しないものは，競技者登録時にその旨申告する。 
ランキングは，次の性別，年齢別区分により行う。 

- M/W12： 12歳以下（小学生） 
- M/W15： 13歳～15歳（中学生） 
- M/W18： 16歳～18歳（高校生） 
- M/W20： 19歳・20歳 
- M/W21： 21歳～29歳 
- M/W30： 30歳～34歳 
- M/W35： 35歳～39歳 
- M/W40： 40歳～44歳 
- M/W45： 45歳～49歳 
- M/W50： 50歳～54歳 
- M/W55： 55歳～59歳 
- M/W60： 60歳～64歳 
- M65： 65歳～69歳 
- W65： 65歳以上 
- M70： 70歳以上 

ポイントの集計は，大会の参加クラスに関係なく，年齢区分で行う。ただし，対象大会およ

びクラスによる係数を考慮する。 
 

3. 対象大会及び対象記録 
主催大会及び公認大会を対象とする。ただし，リレーなど，団体競技の記録は対象外とする。 
複数日大会の場合は，日毎の大会を対象とする。 
予選・決勝レースがある場合は，決勝レースの記録を対象とする。 
スタートリストに競技者氏名が公表されないオープンクラス（当日参加者，代理出走を含む）

は対象としない。 



 
4. ランキング算出システム 
大会ごとに，各クラス上位 3名の平均時間に対する各競技者の記録の比率と大会係数及びク

ラス係数の積をもってポイントとする。 

             上位 3名の平均時間 
  各競技者のポイント＝――――――――――――×1000×大会係数×クラス係数 
               競技者の時間 

クラスの出場者数が 10 名以下の場合，1 位の時間に対する各競技者の記録の比率と大会係
数およびクラス係数の積をもってポイントとする。 

              1位の競技者の時間 
  各競技者のポイント＝――――――――――――×1000×大会係数×クラス係数 
                競技者の時間 

各競技者の年間ポイントは，高いポイントから順に，規定の大会数だけ合計したものとする。

合計の対象となる大会数は，年度の対象大会数／2（端数切上げ）とし，最大で 5大会とする。 
 
5. 係 数 
係数は，下記により年度ごとに決定し，公示する。年度途中において変更することはない。 
（１）大会による係数（大会係数）： 

- 主催大会    1.10～1.20 
- 公認大会（Aカテゴリ） 1.05～1.10 
- 公認大会（Bカテゴリ） 1.00 
- 公認大会（Sカテゴリ） 1.00 

（２）クラスによる係数（クラス係数） 
- Eクラス   1.10～1.20 
- Aクラス   1.00 
- A，Bを設けないクラス（例 M/W10など） 1.00 
- 距離の短いクラス（例 M/W21ASなど） 0.95 

 
6. 表 彰 
各年齢区分の年間ポイントランキング 1～3位の競技者を表彰する。 

 
7. 付 則 
年齢別ランキングの結果は，途中経過を含めて随時公表する。 
本制度は平成 18年度から実施する。 



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

8/5 第20回KOLAナイトO大会 [大阪.大阪]
    8/5 Love’99大会(米本君追悼大会)１日目
    8/6 Love’99大会(米本君追悼大会)２日目

8/6 第58回石川県民体育大会OL大会 [石川.中能登町]
8/6 第26回コンターズ練習会 [大阪.]
8/6 広島県大会・県民の森大会 [広島.比婆郡]

11/13 東京OLサマーOL [長野.富士見町]
8/13 北東インカレ2006 [静岡.富士宮]
8/19 第6回加西ナイトO大会 [兵庫.加西]

8/19-20 大阪OLC夏合宿 [愛知.新城]
8/19か20 トレイルO体験会 [新潟.新潟]

8/26 みやぎオリエンテーリングの集い(5) [宮城.仙台]
8/26-27 トレイルO普及員養成講習会 [新潟.長岡]
9/2-3 第21回吉備路ナイト＆デイ大会 [岡山.]
9/3 第29回東北大大会[申込] [宮城.仙台]
9/3 [JOA:B]第22回埼玉県協会大会 [埼玉.滑川]
9/10 [JOA:S]パークOツアーin関西第1戦 [和歌山.橋本]
9/10 トレイルO新潟大会 [新潟.新潟]

9/16-17 日本学生OL選手権(個人ロング) [長野.駒ヶ根高原]
9/16-18 第14回クラブカップ7人リレー大会 [長野.駒ヶ根高原]
9/18 ファミリー初心者大会 [福岡.北九州]
9/23 みやぎオリエンテーリングの集い(6) [宮城.利府町]
9/23 石川県リレー選手選考会 [石川.金沢]
9/23 スポレクぎふ2006大会 [岐阜.岐阜]
9/24 秋の親子大会 [福岡.福岡]
9/24 大阪OLC秋の練習会
9/24 第35回福井市民スポレク大会 [福井.福井]
9/30 [JOA:S]パークO北海道第4戦 [北海道.]
9/30 トレイルO体験会 [新潟.長岡]
9/30 上尾の森ナイトO大会inくまがや [埼玉.上尾]
10/1 のじぎく国体デモ競技 [兵庫.加西]
10/1 関東学連新人戦 [埼玉.秩父]
10/1 第29回北大大会 [北海道.千歳]
10/2 インストラクター一次講習会 [福岡.久留米]

10/7-8 [JOA:B]トータス２日間大会
    10/7 [JOA:B]トータス２日間大会 1日目 ミドル [山梨.小淵沢町・長坂町]
    10/8 トータス２日間大会 2日目 リレー [長野.富士見町]
10/7-9 インストラクター養成講習会 [群馬.]
10/9 北九州市民体育祭大会 [福岡.北九州]
10/9 石川健民祭大会兼津幡町スポレク大会 [石川.津幡]
10/14 第18回OLT杯 [山梨.須玉]
10/14 第2回コントローラ研修会 [愛知.岡崎]
10/15 [JOA:B]中日東海ブロック大会 [愛知.豊田]
10/15 第1回岩手大・岩手県立大大会 [岩手.滝沢村]
10/29 福井県民スポーツ祭大会 [福井.坂井]
11/3 [JOA:S]パークOツアーin関西第2戦 [大阪.吹田]
11/3 2006松江秋のOL大会 [島根.松江]
11/4 第2回OCADテクニカルセミナー [兵庫.神戸]
11/5 [JOA]第15回全日本リレーOL大会 [兵庫.]
11/12 [JOA]第32回東日本OL大会 [茨城.]
11/19 [JOA:S]パークOツアーin関西第3戦 [滋賀.大津]
11/26 第23回ウェスタンカップリレー [広島.庄原]

12/16-17 [JOA:S]第26回京葉OLクラブ大会 [千葉.]
    12/16 [JOA:S]第26回京葉OLクラブ大会　1日目
    12/17 [JOA:S]第26回京葉OLクラブ大会　2日目

12/24 APOC2006香港大会 [香港.]
1/3 KOLA新春大会 錦織公園
1/21 第24回ジュニアチャンピオン大会
1/21 新春OL大会 [福岡.北九州]
1/28 パークOツアーin関西第4戦 [奈良.橿原]
2/18 全日本のための強化講習会 [福岡.北九州]
3/4 [JOA:S]パークOツアーin関西第5戦（日程変更11⇒4） [京都.京都]

3/9-11 日本学生OL選手権(ミドル＆リレー) [栃木.矢板]
3/18 [JOA:A]富士Spring Cup [静岡.]
3/25 [JOA:S]パークOツアーin関西第6戦 [兵庫.三木]
5/13 多摩OL創立35周年記念大会

5/19-20 [JOA]第3回全日本トレイルO大会 [長崎.大村]
6/17 [JOA]第33回全日本OL大会 [北海道.]

9/15-17 ジャパンロゲイニングチャレンジ2007 [長野.菅平高原]


