JOA 公認大会（カテゴリ S）

パークＯツアーin 関西 2012 第 1 戦＜和歌山大会＞要項 ver.2
主
後
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和歌山県オリエンテーリング協会
和歌山県教育委員会、橋本市、橋本市教育委員会、和歌山県体育協会、
日本オリエンテーリング協会
競技責任者
齋藤 久雄
コース設定者
楠見 耕介
尾上俊雄（兵庫県協会） 大会コントローラ補佐 若林宗平
大会コントローラ

期 日 平成２４（2012）年５月２７日（日）雨天決行
集合場所 橋本市杉村公園 橋本市御幸辻 786
交通機関 【公共機関】南海電鉄高野線御幸辻駅下車、徒歩１０分
【自家用車】阪和道美原北 IC より R309、R170、R371 経由約 30km、会場近くの駐車場の台数が限
られています。駐車希望者は備考欄にかならず記入してください。

当日申し込みの場合は、必ず問合せ先までご連絡ください。
当日受付時間等 当日受付９時３０分〜１１時３０分 スタート開始 グループ 10:31 個人 11:31
＃当日申し込みは OA・B・N・グループへの参加になります。マイ E カードの使用はできません。
競技形式： ミドルディスタンス形式
優勝設定時間 各クラスとも 25 分
地 図：「橋本市杉村公園」（JSSOM2007 による。2012 年修正） プリンタ出力
縮尺 1/5,000 等高線間隔 2.5m 走行可能度 4 段階 コース印刷済み
テレイン情報 里山に遊歩道などの整備がされた公園です。Web ページの旧マップを参照ください。
服装に関する注意 公園ですが、林に入るコースのため、ショートパンツでの出走はお勧めできません。
トレーニングに関する情報 トレーニングコースは特に用意しません。
クラス：MA（無制限）、WA（女子、年齢無制限）、M35（男子 35 歳以上）、 W35（女子 35 歳以上）、
M50（男子 50 歳以上）、W50（女子 50 歳以上）、M65（男子 65 歳以上）＊OA（当日申込）
＊B(中級者)、＊N（初心者） 年齢は、平成 25(2013)年 3 月 31 日現在
＊グループ（各クラスとも 2〜5 人）少年少女（小学生のみのグループ）
・家族（小学生以下のメンバーを含むグループ）・一般（年齢制限なし）
＊パーク関西ツアー対象は、OA･B･N・グループを除く各クラスです。また、OA･B･N・グループを
除く各クラスの参加には競技者登録が必要です。（一時登録可能）
参加費：MA･WA･M35･W35･M50･W50･M65･B
1,500 円（当日申込 OA･B 1,800 円）、高校生以下 800 円（当日申込 1,000 円）、
＊事前申込者でマイ E カードを使用される場合は、割引 200 円があります。
N･グループクラス ： (一人当たり)500 円(当日申込 600 円)
★競技には emit 社の電子パンチシステムを使用します。E カードのレンタル料は参加費に含まれて
います。事前申込者でマイ E カードを使用される場合は、200 円の割引きとなります。
競技者登録一時登録 500 円、プログラム郵送料 100 円(希望者)
表 彰： 各クラス 3 位まで表彰致します。

申込み：
(1) 参加費等の払込み： 参加費、一時登録料、プログラム郵送料等を下記に払込み。
郵便振替：口座番号 00940-8-183345 加入者名 和歌山県オリエンテーリング協会
または、紀陽銀行 堀止支店 店番３２７ 普通口座 584488
名義 和歌山県オリエンテーリング協会 事務局 岡田明彦
（ワカヤマケンオリエンテーリングキヨウカイジムキヨク）

(2) 申込書の送付：

下記のいずれか。

＜締切： ５月１７日（木）送信・消印＞

［郵便振替］通信欄に、参加希望クラス,氏名(ふりがな),性別,年齢(2013 年 3 月 31 日現在),生年月日,
所属クラブ,競技者登録番号,郵便番号・住所,電話番号,E-mail,E カード No,プログラム郵送望有無,
駐車場希望の有無,グループは代表者氏名と全員の氏名年齢
［電子メール］ web ページの申し込みフォームに記入の上、 woa2003@hotmail.com まで。
（このアドレスは受付専用です。）＃必要事項の列記でも受け付けます。

［郵 送］ 〒590-0955 大阪府堺市堺区宿院町東 3-1-14-708 山田 勲 あて
［Fax］ 072-229-9747 同 山田あて
＊競技者登録には、各都道府県オリエンテーリング協会で大会の前月 20 日までの手続きが必要です。
また本大会は 2011 年度の競技者登録も有効です。詳しくは問い合わせさきまで
＊パーク o ツアーin 関西一括申し込みも受け付けています。ツアー対象クラスと B クラスについて一
般 5,000 円、学生 4000 円、高校生以下 2,500 円で受け付けます。申し込みの備考欄に「年間申込」と記入
し、年間の参加料を入金ください。マイカード割引はありません。E カードレンタルの方はレンタル料 300 円
（今大会分）を加えて払い込みください。

問合せ：

tel

073-454-1592

e-mail：kusumi●orienteering.com

●=@です（楠見耕介）まで

注意事項：
・公認大会のため、競技者登録の有無、申込方法によって、記録の扱いが異なります。
競技者登録者
（事前申込）
○
○
○
1,500

競技者一時登録者
（事前申込）
○
−
○
1,500+500

当日申込者
OA･B
−
−
−
1,800

マイカード割引（-200円）

○

○

−

プログラム郵送（100円）

○

○

−

公認大会公式記録
年齢別ランキング対象
パークOツアー表彰対象
参加費

・プログラムは下記 web ページに大会 1 週間前までに掲載します。郵送ご希望の方は送料を添えてお申
込下さい。
・大会当日、公園内には一般の利用者がおられますので、他の方の迷惑となる行為は禁止します。また、
競技中も接触事故等の無いように十分に注意してください。万一事故等のあった場合は必ず本部に報
告して下さい。
・主催者は傷害保険に加入しますが、補償額には限度があります。
・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。
・詳細情報は、http://www.waka-orienteering.net/pkt2012/pkt2012index.htm をご覧ください。

―――――――――――――――――――――切り取り線―――――――――――――――――――――
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JOA公認・パークOツアーin関西和歌山大会（2012/5/27）参加申込書
性別
生年月日
年齢
所 属
競技者登録番号
男
女
−

電 話
−
−
E-mail
Eカード
レンタル・マイカード（No.
払い込み金額

参加希望
クラス
円

備考(駐車希望、年間申込 グループメンバーの氏名年齢)

） プログラム郵送
する(100円)・しない
送金方法
郵便局
銀行

