
25thYokohama Orienteering Club Competition

2017年 (日) 開催（荒天中止）

主催・主管：横浜オリエンテーリングクラブ
後援：神奈川県オリエンテーリング協会

競技責任者・コース設定者：石塚 脩之

第25回
横浜オリエンテーリング
クラブ大会

＜今年の横浜はここがポイント！＞

競技形式は 3人リレー！
インカレ対策の機会としてもオススメ！

テレインは横浜「こどもの国」！
1991年以来、26年ぶりの大会開催！

最高の会場アクセス！
なんと最寄り駅や駐車場から徒歩10分以内！

Near

神奈川県 横浜市青葉区・東京都 町田市

こどもの国

＜公共交通機関＞
▼こどもの国線 「こどもの国駅」より徒歩10分以内
▼小田急バス 小田急線「鶴川駅」より約15分＋徒歩10分以内

＜自家用車＞
▼東名高速 横浜青葉ICより約7.5 km
→駐車場から徒歩10分以内

▼10:30 デモンストレーション
▼11:00 RLクラススタート

以降、他クラス順次スタート予定

会場

開催地

交通案内

当日の予定

通常エントリー締め切りは 12/19(月) です。

遅れエントリーもありますが、料金が割高になります。
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大会公式Webサイト

URL：http://blog.livedoor.jp/yokohamaolc-25th/

横浜オリエンテーリングクラブWebサイト

URL：http://yolc.world.coocan.jp/

問い合わせ先 / 電子メールでの申し込み先

横浜オリエンテーリングクラブ大会受付担当

e-mail : kanaol freeml.com
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迷惑メール防止のため、
＠マークは画像化してあります
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表彰

・各クラス、リレーは上位3チーム、個人競技は上位3名を表彰します。
・リレーについては、上記に加えて、以下に該当する3名により構成されたチームの
上位を表彰します。

男女混合 女性のみ 35歳以上のみ 50歳以上のみ 60歳以上のみ

競 技 情 報

ポイントオリエンテーリング
3名によるリレー競技 一部クラスは個人競技

2016年横浜オリエンテーリングクラブ作成

縮尺 1:5,000 等高線間隔 2.5 m
走行度 4段階表記 表記 JSSOM2007準拠

多摩丘陵の雑木林をそのまま生かした自然の遊び場であり、近隣住民に
親しまれています。外周道路の内部は、雑木林をぬうように散策道路が
縦横に通じており、斜面は急峻な個所も一部見られます。
パーク、フォレスト両方の特徴を合わせ持つテレインです。

SPORTIdent 社の電子パンチング計時システム
（SIカード）を使用します。

競技形式

使用地図

パンチングシステム

服装・装備

テレインプロフィール

クラス

名

優勝設定

時間

予定コース

距離

当日

エントリー

リレークラス

(上級者)

RL 35分×3人 4.0～5.0 km ×

RS 25分×3人 2.5～3.5 km ×

個人クラス

(上級者)

SLL 105分 12.0～15.0 km ×

SL 35分 4.0～5.0 km 〇

SS 25分 2.5～3.5 km 〇

(中級者) B 20分 1.5～2.5 km 〇

初心者クラス N ― 1.0～2.0 km 〇

クラス

・個人SLLクラスは、リレーRLクラスの3人分のコースを1人で走る、俗に
いう”鉄人”クラスです。SLLクラスでは個人所有のSIカードを使用する
ことはできません

・優勝設定時間、予定コース距離は変更することがあります。
・Nクラスは初心者向けです。複数人での出走も可能です。
・急遽当日参加できなくなった方の代走は、全クラスで可能とします。

・ピン付きスパイクシューズの使用は禁止します。
・それ以外の制限はありませんが、レース中は下草が発達した場所を通ることが

ありますのでご注意ください。

料金

項目 料金

通常エントリー参加費
（入園料含む）

リレークラス（1人あたり） 2200

個人クラス（SLL） 4000

個人クラス（SL、SS、B） 2200

初心者クラス（N）（1グループあたり）※1 1000

遅れエントリー参加費
（入園料含む）

初心者クラス以外のクラス（1人あたり） 通常+500
初心者クラス（N）（1グループあたり） 通常と同じ

当日エントリー参加費
（別途入園料が必要）

個人クラス（SL、SS、B）※2 2200

初心者クラス（N）（1グループあたり）※2 500

オプション

個人所有のSIカード使用値引き（1人あたり）※3 -200

高校生以下値引き（Nクラス以外）（1人あたり） -1000

全コントロール図料金（1枚あたり） ※4 +400

※1 事前申し込み初心者クラスの参加費は1名分の入園料を含みます。
グループ参加の場合、2人目以降の入園料は当日各自でお支払いください。

※2 当日申し込みの場合、入園料（高校生・大人は600円）が別途かかります。
※3 SLLクラスや、当日申し込みの参加者は個人所有のSIカードは使用できません。
※4 地図販売について、全コントロール図は事前予約のみ受け付けます。

コース図は、当日エントリーの余剰分を当日販売予定です。

＜モデルケース＞
例1）RLクラスに大学生3人通常エントリー … 6600円
例2）RLクラスに高校生3人通常エントリー、マイSIカード1枚…3400円
例3）Nクラスに家族3人で遅れエントリー

… 1000円＋当日に2名分の入園料

「2017年3月31日までに達する年齢」を指します
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▼郵送先

〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町2232-1-G407
河村 健二

エ ン ト リ ー

公式webサイトに掲載しているエントリーシート（Excel）に、以下の内容を記載
の上、メール添付で申し込みください。Excel記載ができない場合のみ、以下の必
要記載事項をメール本文に明記して送信ください。
料金は以下に記載する振り込み先に入金ください。

▼電子メール必要記載事項

【1】参加クラス
【2】氏名、生年月日、年齢、性別、（リレーのみ）走順

※年齢は「2017年3月31日までに達する値」を指します。
【3】（リレーの場合）チーム名 / （個人競技の場合）所属
【4】SIカードレンタル枚数（1人あたり1枚必要です）
【5】（個人所有のSIカードを使用する場合）SIカード番号
【6】連絡先（住所・電話番号・メールアドレス[代表者のみで可]）
【7】全コントロール図購入希望枚数（1枚400円）
【8】料金の合計金額（前ページを参照ください）

▼振り込み先 [1] [2] いずれかの方法で料金を振り込んでください。

[1] 郵便振替 口座番号： 00270-0-19289
加入者名：横浜オリエンテーリングクラブ

[2] 他行→ゆうちょ銀行への振込
支店名：〇二九（ゼロニキュウ）店
当座 口座番号： 0019289 口座名：横浜オリエンテーリングクラブ

▼申し込み先

kanaol freeml.com

電子メールでの申し込み

電子メールでの申し込み、郵送での申し込み、大会会場での申し込みを
受け付けます。遅れエントリーは電子メールでのみ受け付けます。

＜チーム斡旋について＞
「せっかくだからリレーに出場してみたいけど、人数が集まらない…」という方へ。
チーム斡旋サービスを行いますので、ご利用ください。同じくチーム斡旋希望の方と
チームを組んでリレーに出場することができます。
チーム斡旋を希望する場合は、申し込み時にその旨を明記ください。
基本的には年齢が近い方、同性同士で組み合わせをしますが、チーム編成は主催者に
お任せください。他のクラブの方と知り合いになれるチャンスです。

・チーム斡旋希望は、通常エントリー期間のみ受け付けます。
・斡旋希望時は、個人クラスのSLもしくはSSに申し込みください。

それぞれ、RL、RSクラスでのチーム組みを行います。
・斡旋希望者がチーム結成分集まらなかった場合、個人クラスへの参加となります。
・チーム斡旋の結果については、申し込み代表者宛てに通知します。

留意事項

・大会前には、オリエンテーリングを目的としてテレイン内に入らないようにしてください。

・申込により得た個人情報は、大会運営以外には使用しません。

・天候その他の理由により大会の開催を中止した場合でも、参加費はお返ししません。

・スポーツ傷害保険は主催者側でも加入しますが、各自で十分な備えをしてください。

念のため、健康保険証をご持参ください。

・リレーの走順は申し込み時の内容から変更可能です。変更方法については後日発行

するプログラムをご覧ください。

・エントリーリストは大会公式Webサイトにて公開します。

・プログラムは大会7日前までに大会公式Webサイトにて公開予定です。
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エントリー締め切り

通常エントリー： 2016年12 月19 日（月）

遅れエントリー： 2017年1 月4 日（水）

・遅れエントリーは参加費が割高になります。また、プログラム発行時点での
エントリーリストへの記載が間に合わないことがあります。

・個人クラスの当日エントリーは人数に限りがありますのでご注意ください。

郵送での申し込み

電子メールと同様の必要記載事項を明記し、以下に郵送ください。
料金の振り込み先も電子メールと同様です。

大会会場での申し込み

10～12月のオリエンテーリング大会会場にて会場申し込みを受け付ける予定です。

迷惑メール防止のため、
＠マークは画像化してあります

更新箇所を赤字で示します

追加しました。記載忘れ無いようお願いします


