
第 33回金沢大学オリエンテーリング大会 

兼 平成 29年度石川県民オリエンテーリング大会 

                                 要項 2.1  

 

 

【開催日】2017年 3月 26日(日) 〈小雨決行・荒天中止〉 

【開催地】石川県金沢市 

【会場】奥卯辰山健民公園 

     〒920‐1165 石川県金沢市若松町ア 32 

【主催】金沢大学オリエンテーリング部 

【共催】石川県オリエンテーリング協会 

【後援】(予定)石川県教育委員会、石川県民運動推進本部、石川県体育協会、 

金沢市教育委員会、北信越オリエンテーリング連絡協議会、 

北國新聞社、テレビ金沢 

【協賛】御菓子処美福 

 

 

〈大会役員〉 

実行委員長 山森 汐莉   (2015年度金沢大学入学) 

競技責任者 本村 汰一朗 (2015年度金沢大学入学) 

コース設定者 寺西 翔  (2015年度金沢大学入学) 

イベントアドバイザー 大竹 達也 (2013年度金沢大学入学) 

 

 

〈競技情報〉 

競技形式 ポイントオリエンテーリングによるスプリント競技 

計時   EMIT社製電子パンチングシステムを使用 

競技規則 「日本オリエンテーリング競技規則」に準拠 

使用地図 「うさぎとたつ」(2017修正)  

     縮尺:1/4000 

          走行可能度 4段階表記 

     等高線間隔 2m 

     調査者:金沢大学オリエンテーリング部 

 

 

 

〈テレインプロフィール〉 

本テレインとなる奥卯辰山県民公園は、金沢市東部丘陵地の西側斜面にあることから、公園

としては比較的高低差があり、大きなこぶがいくつか存在する。また、その大部分が見晴ら

しの良いオープンになっており、スピードが出しやすく、常に他の競技者が視界に入る状況

となる。そのため、登坂力、走力に加え、他の競技者に惑わされない正確で素早いナビゲー

ション能力が要求される。 

なお、今回使用する地図は、2011年の第 27回金大大会で使用された「うさぎとたつ」のリ

メイクとなっている。 

  



〈クラス・優勝設定時間・参加費〉 

クラス名 優勝設定時間 
参加費(1本目のみ) 

事前申し込み 当日申し込み 

L 15分 500円 600円 

M 12分 500円 600円 

S 10分 500円 600円 

G  500円 600円 

 

・1本目の記録を正式な記録とします。表彰対象の記録は 1本目のみとします。 

・2本目以降は 1本ごとに+300円とします。当日に追加することもできます。 

・Gクラスは 2~5名の参加とします。 

 

 

〈タイムテーブル〉 

9時    受付開始 

10時  トップスタート 

11時半 ゴール閉鎖 

12時  表彰式 

 

〈交通手段〉 

1.自家用車 金沢森本 ICから約 15分(8.7km) 

 

2.公共交通機関 バス 北鉄バス 若谷下車 バス停から徒歩 20分(誘導あり)      

金沢駅発 若谷着 路線 

8：10 8：30 92番 朝霧台行き 

8：50 9：10 同上 

 

 

〈エントリー〉 

・申し込み締め切り   

 事前申し込み締め切り 3月 12日(日) 

 参加料振り込み期限  3月 19日(日) 

 

〈申し込み方法〉 

1.メール申し込み(推奨) 

・末尾の「郵送参加申し込み用紙」をご参考の上、必要事項を下記メールアドレスまでお送

りください。 

          aya8811☆stu.kanazawa-u.ac.jp(☆→＠) 

 

・メール件名に「金大大会申し込み」とご記載の上、送信していただきますようお願いしま

す。 

 

2.郵送申し込み     

・末尾の「郵送参加申し込み用紙」に必要事項をご記入の上、下記住所まで郵送してくださ

い。 

 

    〒920-1167   石川県金沢市もりの里 3丁目 242番地ブルーミングデール 411号 

     金森 彩 (申し込み担当) 



〈参加費の振り込み方法〉 

 ゆうちょ銀行からのお振り込みの場合 

 加入者名 金沢大学オリエンテーリング大会 

 口座番号 00740-1-33034 

 

 他の金融機関からのお振込みの場合 

 銀行名  ゆうちょ銀行 

 店名   〇七九 （ゼロナナキュウ） 

 店番   079 

 当座預金 

 口座番号 0033034 

 

※手数料は各自でのご負担をお願いします。 

※大会当日にも参加の申し込みができます。受付までお越しください。 

 

 

〈立ち入り禁止区域〉 

・本大会に参加を予定しているものは、大会開催当日まで以下の区域にオリエンテーリング

目的で立ち入ることを禁止します。 

 

 
 

〈表彰対象者〉 

・L M Sのクラスで男女各上位 3位までを表彰します。 

・1本目のクラスのみ表彰対象となります。2本目以降は表彰対象となりません。 

・各クラスにおいて当日参加も表彰対象とします。 

・Gクラスは 1位のみ表彰対象とします。 

 

〈注意事項〉 

・事前申し込みに限り、マイ E カードの使用が可能です。申し込み時に E カードナンバ

ーをご記入ください。 

・E カードのレンタルには 1人 1枚につき 300 円かかります。 

・無料でコンパスの貸し出しを行います。（紛失時は実費負担となります。） 

 

 



・お車でお越しの方には無料駐車場を用意しています。詳しい場所等は後日ホームページに

掲載します。 

・参加キャンセルの参加費の返還は行いません。 

・不測の事態により大会の開催が困難となった場合は、大会ホームページにおいて早急にお

知らせいたします。なお中止となった場合参加費の返還は行いません 

 

〈問い合わせ先〉 

 大会実行委員長 山森 汐莉 

 メールアドレス rin421ltd☆stu.kanazawa-u.ac.jp(☆→＠) 

 ホームページ URL  http://kindaiolc.web.fc2.com/meet/2017/index.html  

  

http://kindaiolc.web.fc2.com/meet/2017/index.html


平成 29年度石川県民オリエンテーリング大会 

兼 

第 33回金沢大学オリエンテーリング大会 

郵送参加申し込み用紙 
 

 

氏名 

ふりがな 

 

所属 

 

住所 

〒   － 

 

電話番号 （    ）    － 

参加クラス 

(L,M,S) 

1本目 2本目 3本目 

   

年齢 歳（平成 29年 3 月 31日時点での年齢） 

性別     男性   女性 

Eカード レンタルする 
（     枚） 

※要 1枚 300円 

マイ Eカードを利用する 

（No.             ） 

参加費合計         円 

備考 

 

 

 

 



 

 
平成 29年度石川県民オリエンテーリング大会 

兼 

第 33回金沢大学オリエンテーリング大会 

郵送参加申し込み用紙（Ｇクラス用） 
 

 

 

代表者氏名 

ふりがな 

 

                     男性  女性 

 

（    歳：平成 29年 3月 31日時点） 

 

参加者氏名 

ふりがな   

   

                     男性  女性 

 

（    歳：平成 29年 3月 31日時点） 

 

ふりがな 

    

                     男性  女性 

 

（    歳：平成 29年 3月 31日時点） 

 

ふりがな 

  

                     男性  女性 

 

（    歳：平成 29年 3月 31日時点） 

 

ふりがな   

   

                     男性  女性 

 

（    歳：平成 29年 3月 31日時点） 

所属 

 

代表者住所 

〒   － 

 



代表者電話番号 （    ）    － 

参加クラス Ｇ 

Ｅカード 

レンタルする 

（     枚） 
※要 1枚 300円 

マイ Eカードを使用する 

（No.               ） 

参加費合計          円 

備考 

 

 


