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岩県大会前日イベント２０１７要項 
（2人リレーオリエンテーリング） 

 

【 開 催 日 】２０１７年８月２６日（土） 

【集合場所】岩手県八幡平市安比高原 ブナの駅 駐車場脇 

【競技開始】１３：３０ 

【競技形式】リレーオリエンテーリング（１チーム２名/個人クラスも有） 

【競技規則】「日本オリエンテーリング競技規則」による 

【使用地図】安比ブナ林～やすらぎの森～（２０１６年作成）修正 

        縮尺 １：１００００ 等高線間隔５ｍ 走行度４段階表記 ＪＳＯＭ２００７準拠 

【パンチングシステム】ＥＭＩＴ社製Ｅｃａｒｄによる電子パンチシステムを使用 

【 主 催 】岩手県オリエンテーリング協会競技委員会 

【イベント責任者】日下雅広（岩手県オリエンテーリング協会） 

【 後 援 】八幡平市、八幡平市教育委員会、安比高原ふるさと倶楽部（以上、予定） 

【 協 力 】岩手大学オリエンテーリング部、岩手県立大学オリエンテーリング部、 

じゃじゃじゃオリエンテーリングクラブ 

【大会ウェブサイト】http://tnt5547.wixsite.com/ganken11（第 11回岩県大会と兼用） 

 

 今年もやります！岩県大会前日イベント！ 

 今回は安比ブナ林で２人リレーを開催します。夏場でも走行度良好なブナ林をお楽しみください！ 

 

【全体スケジュール】 

 １２：００受付開始 

 １２：３０－１３：００初心者練習会 

 １３：１０－１３：２０デモンストレーション 

 １３：３０一斉スタート 

 １５：００表彰式 

 １５：３０フィニッシュ閉鎖 

 

【クラス】 

競技形式 クラス 優勝設定 

タイム 

備考 

リレー AL ６０分 上級者向け 

AS ４０分 上級者向け 

pair ５０分 (１走)上級者＋(２走)初・中級のペアを想定 

第２走者に第１走者が伴走することができます。 

個人 A ２５分 上級者向け 

B ２５分 中級者向け 

初級 ２０分 初心者向け 

※ クラスは自身の体力・競技レベルに合わせて選択可能です（鉄人も可）。 

※ リレーの表彰は男性/女性/混成チームそれぞれの上位１チームを表彰します。 

※ 個人 A クラス、B クラスは男性/女性それぞれ上位３名を表彰します。初級クラス完走者には

完走証を発行します。 

※ 当日申込みは個人クラスのみ受け付けます。表彰対象外となる他、受付人数に限りがありま

す。 
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【ウォーミングアップコース】 

会場周辺にウォーミングアップコースを設ける予定です。 

 

【参加費】 

項目 金額 

基本参加費（リレー・２人分・Ecard込み） ４０００円 

基本参加費（個人・Ecard込み） ２０００円 

初級クラス －１０００円 

 MyEcard －２５０円/人 

学生・岩手県協会会員割引（※） －５００円/人 

当日申込み（個人クラスのみ） ＋５００円 

※学生には大学院生を含みます。 

※リレークラスの当日申込みはありません。 

 
【参加申込み】 

エクセルシートをダウンロードの上、①氏名、②チーム名（または所属）、③性別、④クラス、⑤

生年月日、⑥Ｅｃａｒｄレンタルの有無（ＭｙＥｃａｒｄの場合はカード番号）、⑦住所、⑧連絡先（電話

番号・メールアドレス、代表者のみで可）、⑨参加費合計・振込日、⑩交通手段（予定）を記入し電

子メールで下記申込み先へ送信ください。件名は「２０１７岩県前日申込み」としてください。個人

の場合、メール本文に必要事項を記入していただいても構いません。 

 または、この要項にある参加申込書に記入し、申込先へ郵送してください。 

 

＜申込み締切 ２０１７年７月２７日（木）（当日送信有効）＞ 
 

【振込先】 

 ゆうちょ銀行 [記号]１８３２０ [番号]２２４７１７７１ ヒシタマサヒロ 

 他銀行からは [店名]八三八 [店番]８３８ [預金種目]普通預金  

[口座番号]２２４７１７７ ヒシタマサヒロ 

【郵送先】 

    〒０２８－３３１４ 岩手県紫波郡紫波町大巻字桜田 ２５  日下雅広 

 

【申込み・問合せ先】 

 日下雅広 iwateering.2016 じゃ gmail.com （「じゃ」を@に） 

 

【注意事項】 

・いかなる理由（大会中止を含む）であっても、参加費の返金はいたしません。 

・参加者多数の場合、臨時駐車場を設定する場合があります。 
・運動のできる服装・靴であれば、半袖･長袖を問いません。夏場でも気温が低い場合があります。 
・熊鈴の着用を推奨します。 

 

【その他】 

・競技情報詳細についてはプログラムで案内いたします。 

・プログラムは８月１６日頃公開予定です。 

 

【 交 通 】JR花輪線安比高原駅より７．５ｋｍ、松尾八幡平 ICより１７ｋｍ、安代 ICより２０ｋｍ 
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全日本リレー岩手県選手団募集！！ 

申込みは岩手県協会事務局日下まで。＜県内締切１０月下旬予定＞ 
 Email:iwateering.2016じゃ gmail.com （ じゃを@に） 
 

第２６回全日本リレーオリエンテーリング大会 

【開催日】２０１７年１２月３日（日） 

【開催地】香川県まんのう町 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額欄

リレー/鉄 4,000

（男・女） 個人 2,000

初級 1,000

無し 0

（男・女） 1人 -500

2人/鉄 -1,000

自前無し 0

自前1枚 -250

自前2枚 -500

電話番号

基本参加費

Ecard

レンタル

(割引)

（学生・協会）

（学生・協会）

学生・協会

割引

Ecard　No.

チーム名

/所属

クラス
AL ・ AS ・ pair

A ・ B ・ 初級

生年月日　　　　　/　　　　/

生年月日　　　　　/　　　　/

岩県大会前日イベント2017参加申込書

（よみ）

氏名

担当

チェック

参加費合計

メール

アドレス

（よみ）

氏名

住所

(県協会員

省略可）

交通手段（予定）

 



平成２９年度 安比高原ペンションビレッジ会施設一覧 

 

契約施設名 予約先電話 室数 定員 
メールアドレス 代表者 

 （0195） (室) (人) 
  

アースカラー ６８− ７６５６ 14 45 arts-color@rnac.ne.jp 佐藤 友好 

アーベント倶楽部  ７３− ５１６６ 8 26 kogen@appi-abend.com 末峰 徹雄 

アーラワッカ ６８－７７３２ ７ 24 
Aara-wakka@kph.biglobe.ne.jp 小川 大海 

アサンギ ７３− ５９３９ 11 29 asangi@mvh.biglobe.ne.jp 小川  渉 

アップルツリー ７３− ５１７１ 5 14 apple@appi-resort.com 坂田 智也 

アリス ７３− ５０６４ 9 24 alice@appi-resort.com 近藤  康郎 

アネックス・アルカス ６３－３８３８ ９ 28 annex@appi-resort.com 西本雄二郎 

あるぺじお ７３− ５７５０ 8 21 arpeggio@appi-resort.com 小田島 隆 

ウィングライト ７３－５２２６ 8 26 winglight@appi-yado.net 石坂  勇 

倶楽部ウイスラー ７３− ５９２９ 6 17 whistler@appi-resort.com 大塚 康男 

グラシアスエスタバ ７３− ５９０４ 10 30 estaba@lily.ocn.ne.jp 鈴木 栄孝 

サンダーパパ ７３− ５２４１ 11 25 thunderp@vega.ocn.ne.jp 戸張  昇 

スターダスト ７３− ５１３２ 10 26 stardust@appi-yado.net 近藤 祐子 

ＳＴＥＰ ７３− ５２２５ 11 38 mail@appi-step.com 千葉  充 

チセアイボリー ７３− ５０７０ 7 22 chise@appi-resort.com 山崎  昇 

White Rose Inn ６８－７９４０ 9 24 whiteroseappikogen@gmail.com コーネル彩実 

ボーゲンハウス ７３− ５１７０ 11 28 boho@rnac.ne.jp 滝  黎次 

リゾートイン・ミワ ７３－６８８８ 7 22 pension.miwa@m3.dion.ne.jp 三澤 儀男 

むってい ７３− ５３２３ 12 40 info@appi-mutti.com 森川加代子 

森のなかまたち ７３− ５５６９ 6 15 morinaka@appi-resort.com 濱名  孝 

Life is Beautiful ６８− ７４５８ 10 36 life-is-beautiful@rnac.ne.jp 佐藤 友好 

La Vista 安比高原 ７３－５３０１ 28 90 appi@dormy-hotels.com 宮成 伸治 

ロッキーＩＮＮ ７３− ５０６９ 11 44 rocky@appi-resort.com 佐藤 友好 

      

      

      

 

 最新の情報は、http://pv.appi-resort.comをご覧ください。 

 

平成 29 年 6 月 安比高原ペンションビレッジ会 

 

 

（次の日開催の岩県大会会場まで約３５km、車で約１時間です） 

 

http://pv.appi-resort.com/

