
JOA公認 カテゴリＦ,ＷＲＥ, Asian Orienteering Cup 2022対象大会 

「花沢」2021～2022年修正 

要項 2（Ver2.4）2022.3.17 

開 催 日  

●2022(令和 4)年 4月 24日（日）  

 

開催地  

●愛知県豊田市大沼町・花沢町（旧下山村地区） 

 

会場（集合場所）  

●下山トレーニングセンター（豊田市大沼町船橋 35-1）  

（https://www.city.toyota.aichi.jp/shisetsu/sports/sonohoka/1006788/index.html） 

 →Google Map(https://goo.gl/maps/7wP9YYTu7F5C2npV8) 

 

大会公式 webサイト 

● https://hekinan1127.wixsite.com/my-site-2 

 

交通手段  

●公共交通機関はありますが、便数が少ないうえ乗車人数も限られているため下記の交

通機関でお越し下さい。 

https://www.city.toyota.aichi.jp/shisetsu/sports/sonohoka/1006788/index.html
https://goo.gl/maps/7wP9YYTu7F5C2npV8
https://hekinan1127.wixsite.com/my-site-2


●自家用車  

① 名古屋・豊田方面から 東海環状自動車道「豊田松平ＩＣ」より国道 301号線を東

に約 40分。根崎の交差点を北へ左折しすぐ次の下山支所西の交差点を東へ右折。 

② 東名高速道路「岡崎ＩＣ」より県道 35号線を東に進み鍛座を左折し県道 336号線

に入り県道331号線、県道477号線から北上してください。国道301号線に入り、

根崎の交差点を北へ左折しすぐ次の下山支所西の交差点を東へ右折。 

【駐車場】   

 ※無料駐車場 250 台程度確保予定。ただし、参加者の全希望台数により駐車場を割

り振りさせて頂くことがあります。詳細は、要項 3（プログラム）にてお知らせしま

す。 

●タクシー 

 名鉄東岡崎駅、名鉄豊田市駅より会場まで￥8,000～￥9,000程度。 

●大会運行バス 

 名鉄東岡崎駅～会場付近間を予定。 

 乗車代金は、往復￥1,600。 

 希望者は、参加申込時に記入をして下さい（エントリー項参照）。 

便数、時間など詳細は要項 3（プログラム）にてお知らせします。 

また、乗車時刻を指定させていただく場合があります。 

希望者が少ない場合には運行を中止することがあります。 

その場合には、返金致します。 

 

宿泊  

●主催者による宿泊の斡旋は行いませんが、必要な方は各自で予約して下さい。 

豊田市しもやま観光協会 https://www.karen-shimoyama.jp/stay/ 

 

愛知県テレイン管理者制度 

●本大会は、愛知県オリエンテーリング協会が行っている愛知県テレイン管理者制度

（ http://www.aichiol.com/terrein/terreinManagement/tsukude-terrain%20surveillance

%20manager.html）に基づく大会とします。 

●参加には当日、宣誓書の提出が必須となります。要項 3（プログラム）にてご案内い

たします）。必ず下記内容をよく読んだうえでご参加下さい。 

http://www.aichiol.com/terrein/woc/attention.pdf 

 

競技形態  

●全クラスともポイントオリエンテーリングによるミドルディスタンス競技。 

 

https://www.karen-shimoyama.jp/stay/
http://www.aichiol.com/terrein/terreinManagement/tsukude-terrain%20surveillance%20manager.html
http://www.aichiol.com/terrein/terreinManagement/tsukude-terrain%20surveillance%20manager.html
http://www.aichiol.com/terrein/woc/attention.pdf


競技規則  

●公益社団法人日本オリエンテーリング協会が定める 

「日本オリエンテーリング競技規則」に基づいて行います。  

（ http://www.orienteering.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/b0463b68e8e

f698fbbdcaa62102a1a39.pdf） 

●M21A・W21AクラスはＷＲＥ（ワールドランキングイベント）規則に基づきます。 

（https://orienteering.sport/orienteering/internal/event-organising/organising-wre/） 

●追加規定や規則逸脱事項は、今のところありません。 

 

ドーピング  

●本大会参加者は、アンチ・ドーピングに努めて下さい。 

●日本アンチ・ドーピング規程 2021が適用され、ドーピング検査を行う可能性があり

ます。 （https://www.playtruejapan.org/entry_img/jadacode2021.pdf） 

 

大会カテゴリ  

●公益社団法人日本オリエンテーリング協会(JOA)公認大会Ｆ。 

●M21A・W21AクラスはＷＲＥ（ワールドランキングイベント）の対象。 

（https://orienteering.sport/orienteering/internal/event-organising/apply-for

-an-event/#WRE） 

 

地 図  

●1:10,000・等高線間隔５ｍ・走行可能度４段階表示・ISOM2017-2準拠・ 

ポリ袋入り。  

●「花沢」（2005 年・世界オリエンテーリング選手権大会実行委員会作成・2012   

年度東海インカレ大会で使用）の一部リメイク。 

 

スタート開始  

●10時 30分（予定）  

 

チェック方式  

●Emit社電子パンチング計時システム（Ｅカード）を使用。 

●参加には Emit社製Ｅカードが必要です（詳細は「服装と用具」の項参照）。 

 

コントロール位置説明 

●ISCD2018に準拠。 

●M/W12・ M/W10・M/WN（初心者クラス）・Ｇ（グループクラス）は、日本語を

http://www.orienteering.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/b0463b68e8ef698fbbdcaa62102a1a39.pdf
http://www.orienteering.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/b0463b68e8ef698fbbdcaa62102a1a39.pdf
https://orienteering.sport/orienteering/internal/event-organising/organising-wre/
https://www.playtruejapan.org/entry_img/jadacode2021.pdf
https://orienteering.sport/orienteering/internal/event-organising/apply-for-an-event/#WRE
https://orienteering.sport/orienteering/internal/event-organising/apply-for-an-event/#WRE


併記します。 

 

服装と用具  

●特に制限を設けませんが、安全に配慮した服装をして下さい。また、公序良俗に反す

るものは禁止します。  

●競技でピン付きシューズを履くのは構いません。  

●ＧＰＳ（ＧＮＳＳ）端末は画像表示のないものは使用可能。 

●競技中は笛等の携行をお勧めます。 

●Ｅカードは各自ご用意ください。ただし、貸し出しをご希望される場合は、大会参加

申込時に記載してください（エントリー項参照）。300円でレンタルしますが、紛失・

破損された場合は実費（別途￥9,500）を頂きます。 

●コンパスも各自ご用意ください。コンパスをお持ちでない方は当日、受付で有料  

（￥300）で貸し出しますが、紛失・破損された場合は実費（別途￥3,000）を頂き

ます。また、数には限りがありますので、当日の受付先着順となりますことをご了承

ください。 

 

テレイン概要  

● 標高 400ｍ〜500ｍ程度に位置し、テレイン内の比高は約 100ｍ。 

道路や耕作地によって隔てられた幾つかのエリアから構成されているテレイン内の地

形は、総じて比較的急峻で複雑な中規模の尾根・沢からなる一方、微地形も多く存在

する。また、植生の一部には広葉樹により見通しが悪いところがあるものの大部分は

人工林であり植生界も比較的多くさらに小道も存在していて走りやすく、慎重なナビ

ゲーションを要求される部分が多くある。それゆえ総合的な対応力が求められるテレ

インとなっている。 

 

気候 

●4月 24日  

本大会の開催地である豊田市観測所（標高 75ｍ）での過去 30年間の平均値 

 

平均気温（℃） 最高気温（℃） 最低気温（℃） 日照時間（ｈ） 

15.2 21.4 9.1 6.7 

                       （気象庁ホームぺージより） 

 ※大会会場の標高は 450ｍ程度のため、気温は上記よりも 2～3℃ほど低いと推定さ

れます。 

●同日 愛知の天気出現率：晴れ：50％ くもり：13.3％ 雨：36.7％  

（goo天気 https://weather.goo.ne.jp/ より） 

https://weather.goo.ne.jp/


トレーニングコース  

●特に設けません。  

 

立ち入り禁止範囲 

●大会前にオリエンテーリングを目的とした下記地図の紫色で示したエリアへの立ち

入りを禁止 します。 ただし、国道 301号線の通行はこの限りではありません。 

 

 

 

 



クラス・優勝設定時間・参加費等 

●個人クラス  

個人 

経験別 

男子クラス 女子クラス 対象 優勝 

設定 

時間 

参加料 競 技

者 登

録 

二 次 

申込 

上級者 M15A W15A 11～15歳 30分 

程度 

一般 

5,000円 

 

大学生以下 

2,000円 

 

豊田市在住・在勤者 

500円 

必要 無し 

M18A W18A 13～18歳 

M20A W20A 16～20歳 

M21A W21A 無制限* 

M30A W30A 30歳以上 

M40A W40A 40歳以上 

M50A W50A 50歳以上 

M60A W60A 60歳以上 

M70A W70A 70歳以上 

M80A W80A 80歳以上 

M90A  90歳以上 

MAS 

（オープン） 

WAS 

（オープン） 

11歳以上 一般 

5,000円 

(6,000円） 

大学生以下 

2,000円 

(3,000円） 

豊田市在住・在勤者 

500円 

不要 可能 

※（）内

料金 

適用 

中級者 MBL WBL 13歳以上 30分 

程度 

一般 

4,000円 

(5,000円） 

大学生以下 

2,000円 

(3,000円） 

豊田市在住・在勤者 

500円 

不要 可能 

※（）内

料金 

適用 

MBS WBS 13歳以上 

M12 W12 12歳以下 

M10 W10 10歳以下 



初心者 ＭＮ ＷＮ 無制限 30 分

程度 

1,000円 

(2,000円） 

豊田市在住・在勤者 

500円 

不要 可能 

※（）内

料金 

適用 

Ｅカードレンタル料 300円、来場交通手段（選択） 

 

●グループクラス  

グ ル ー

プ 

クラス 対象 優勝設

定時間 

参加料 競技者

登録 

二次申

込 

Ｇ グ ル

ープ 

（2～

5名で

構成） 

小学生 小学生以下 

（保護者同伴必要） 

30 分

程度 

1グループ 

1,000円（2000円） 

 

豊田市在住・在勤者 

1グループ 500円 

不要 可能 

※（ ）

内料金 

適用 

中学生 中学生以下 

高校生 高校生以下 

家族 家族 

一般 無制限 

Ｅカードレンタル料（1グループごと） 300円、来場交通手段（選択） 

Ｍ：男子 Ｗ：女子 Ａ：上級者 Ｂ；中級者 Ｎ：初心者  

Ｇ：グループ（2～5名で構成） Ｍ／ＷＡＳ：オープンクラス 

*JOA競技規則ではM/W21Aは 19歳以上ですが、今回WRE対象クラスのため、IOF

のルールに合わせて年齢制限を撤廃することで、JOAの承諾を得ています。 

 

●M/WAS（オープンクラス）を除くＡクラス（上級者）に参加するには競技者登録が

必要です。公益社団法人日本オリエンテーリング協会

（http://www.orienteering.or.jp/runner-data/regist/）より、登録を行って下さ

い。2021年度に登録した方は 2022年 6月まで有効なため今大会に出場可能。中

級者（M/ＷＢL・M/WBS・M/W12・M/W10）、初心者（M/WＮ）、グループＧ（小

学生・中学生・高校生・家族・一般）並びにオープンクラス（M/WAS）は不要です。 

●年齢は 2023年 3月 31日までに達する年齢です。  

●女子(W)は男子クラス(M)にも参加できます。  

●参加者が少ないクラスの場合、年齢が隣接する他のクラスと統合することがあります。  

●優勝設定時間は変更することがあります。要項 3（プログラム）にて発表します。  

●一般Ａクラス（オープン除く）の参加料には、日本オリエンテーリング協会会員 

支援金￥500を含みます。 

●豊田市在住在勤者は個人・グループ（1グループ）とも一律 500円とします。 

●ここでいう大学生は、大会当日に大学・短期大学・大学院・高等専門学校等に学籍を

有する方を含みます。 

http://www.orienteering.or.jp/runner-data/regist/


●申込後、自己都合でキャンセルする場合の参加費は返金致しません。 

●各クラス上位 3位までの選手を入賞者として表彰します。M/W21Aの優勝者には地

元豊田市よりトロフィーが賞品として授与される予定です。また、M/W10、M/W12

ならびに M/WNの優勝者には同様に特別表彰が行われる予定です。ただし、新型コ

ロナウィルス感染症など社会情勢によっては行わないことがあります。その場合には、

賞状等は郵送致します。 

●オープンクラス（Ｍ/ＷＡＳ）は表彰の対象にはなりません。 

●個人クラスの小学生・中学生ならびに小学生・中学生グループクラス参加者は、親権

者の同意の上で参加するものとします。 

●当日申込はありませんのでご注意ください。 

エントリー 

●申込方法  

Ｊapan-Ｏ-entrＹ（ https://japan-o-entry.com/event/view/924 ）から申し込

んで下さい。 

●申込期間（締切）： 

一次申込期間： ～3月 28日（月）まで   

対象：すべてのクラス 

 二次申込期間： 一次申込終了後～4月 17日（日）  

対象：競技者登録が不要なクラス 

●WRE 対象クラスとなる M21A・W21A へのエントリーには、事前に IOF Eventor

のユーザーアカウント登録が必要になります。未登録の方は、pdfファイル 

「Create_IOF_Eventor_user_account_jp.pdf」を見て、登録をお願い致します。 

登録の際に取得した IOF IDを申込み時に入力していただきます。 

●原則、郵送申込・それによる参加費等の銀行振込およびプログラム・成績表の発送は

行いません。ネット環境使用が困難等の理由でどうしても郵送申込・それによる参加

費等の銀行振込、またプログラム・成績表郵送を希望する方は、問合せ先の項に従っ

てご相談ください。プログラム・成績表郵送は、有料（各々￥500）で申し受けする

ことがあります。 

●Emit社電子パンチングシステム（Ｅカード）レンタル料 300円です。 

●地図販売：全コントロール図・コース図を販売します。１枚 500円です。 

J-O-Y で事前に申し込んでください。申込者には大会当日、本部でお渡しします。

大会当日に受け取りができない場合には郵送はいたしません。また、返金もしません

のでご了承下さい。 

●参加申込時に交通手段を記入して下さい。 

（車・他人の車に同乗・有料大会運行バス） 

新型コロナウィルスの感染対策等 

https://japan-o-entry.com/event/view/924


●新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、大会を中止または延期することが 

あります。同感染症対策として体育館の過密回避、換気などの対策を実施し、 

参加者には、競技中以外マスク着用を義務付けるとともに、会場入口で検温を実施 

する予定です。 また、速報もオンライン 

（ラップセンタ：https://mulka2.com/lapcenter/）でのみとします。 

詳細は、要項 3（プログラム）に記載致します。 

 

その他留意事項 

●主に初心者の方を対象に説明コーナーを設けます。 

●大会プログラムは、4月 17日(日)までに大会ホームページ等に掲載します。  

 熟読したうえでご参加ください。 

●参加申込者には、スタート時刻を指定します。一次申込者は 4月 17日(日)、二次申

込者は 4月 20日(水)までに大会ホームページ等に掲載予定です。 

●欠席者の代わりに代走することはできません。 

●大会成績は大会終了後、Lap Center・ホームページ等に掲載します。 

●本大会参加者は公益法人日本オリエンテーリング協会の傷害保険が適用されますが、

補償には限度があります。また、万一の場合に備えて各自健康保険証の持参を推奨し

ます。 

●大会への参加は自分自身の健康を十分に考え、絶対に無理をしないようにお願い 

します。 

●駐車場内のトラブルは、主催者では一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

また、参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた損傷・損害・損失については、主催

者はその責任を負いません。  

●申込書・提出書類等に記入頂いた個人情報は、本大会運営上必要な連絡・用途などに

使用します。エントリー情報・成績表に関係する氏名・エントリークラス・Ｅカード

Noなどの情報は大会公式 webサイトに掲載します。 

●大会当日において主催者など大会関係者等が撮影した写真については、大会報告書や

広報活動などに使用することがありますので、あらかじめご了承願います。  

●自分で出したゴミは、必ずお持ち帰りください。また、民家の敷地や畑に入ったり、

樹木を傷つけたりするなど、自然を損なう行為をしないでください。  

●本大会は、以下の状況になった場合など中止または延期することがあります。 

参加者の身の危険が考慮される場合（気象警報発令時等） 

参加者の多くが気象、交通、緊急事態宣言等で参加できないと判断される場合 

例えば、 

天変地異、感染症の蔓延などの状況 

地元等から開催中止の要望があった場合 

https://mulka2.com/lapcenter/


その場合の参加費は、大会準備に掛かった費用を差し引いて返金致します。 

●参加者は、要項 2 に記載した内容についてはすべて同意の上で参加するものとしま

す。 

 

★主催者・後援・問合せ先など 

 

主催・主管者 

●三河オリエンテーリングクラブ  

 

後援 

●豊田市  

●豊田市教育委員会  

●豊田市しもやま観光協会 

●公益社団法人日本オリエンテーリング協会  

●特定非営利活動法人愛知県オリエンテーリング協会   

●東海地区オリエンテーリングクラブ連絡協議会  

 

協力 

●豊田市立下山中学校 

●JAあいち豊田下山営農センター 

●JAあいち豊田下山支店 

●岡崎オリエンテーリング協会 

●一般社団法人コライフ 

 

日本オリエンテーリング協会オフィシャルスポンサー 

かなめ測量株式会社 （http://www.ksok.co.jp/） 

株式会社アークコミュニケーションズ （https://www.arc-c.jp/） 

株式会社リテラメッド （https://www.literamed.co.jp/） 

株式会社デサントジャパン（https://store.descente.co.jp/inov8/） 

サルミングジャパン （http://www.salmingrunning-japan.com/） 

株式会社ニチレイ （https://www.nichirei.co.jp/） 

株式会社ブライトコンパス （http://www.bright-compass.co.jp/） 

 

 

大会役員等 

http://www.ksok.co.jp/
https://www.arc-c.jp/
https://www.literamed.co.jp/
https://store.descente.co.jp/inov8/
http://www.salmingrunning-japan.com/
https://www.nichirei.co.jp/
http://www.bright-compass.co.jp/


●主催者 

大会実行委員長 桑山朋巳 

運営責任者 稲葉英雄 （副）林 雅人 

競技責任者 牧 宏優 （副）三浦一將 

地図調査・作成者 前田裕太 坂野翔也（坂野山遊地図企画） 

コース設定責任者 稲吉勇人 （副）神谷孫斗 

ホームページ作成責任者 桑山倫博 

●ＷＲＥ（ワールドランキングイベント）イベントアドバイザー：落合 公也 

●大会イベントアドバイザー： 野澤建央（大阪府オリエンテーリング協会） 

●テレイン管理者：新帯亮（愛知県オリエンテーリング協会） 

問合せ先 

●mikawaolc45th_query■googlegroups.com ■を＠にして送信して下さい。 

または、下記ＱＲコードを読み込んで下さい。  

 

日本オリエンテーリング協会オフィシャルスポンサー 

    

     

         

 

 

https://www.arc-c.jp/
https://store.descente.co.jp/inov8/
http://www.ksok.co.jp/
http://www.salmingrunning-japan.com/
https://www.literamed.co.jp/
https://www.nichirei.co.jp/
http://www.bright-compass.co.jp/
http://home1.catvmics.ne.jp/~ono511/index.htm


                                  


