第４回関西シニアマスターズ大会兵庫大会

オリエンテーリング交流大会実施要項

■主 催
兵庫県・関西広域連合

■主 管
兵庫県オリエンテーリング協会

オリエンテーリン グ 交流大 会
1. 開催の目的
関西広域連合は、「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」の開催を控え、関西地域
における生涯スポーツの機運醸成を図るため、関西のスポーツ愛好家が広く参加できる中・
高年層のスポーツ交流大会「第４回関西シニアマスターズ大会」を兵庫県内各地で開催する
ことにしました。
2. 主
催
兵庫県
関西広域連合
3. 主
管
兵庫県オリエンテーリング協会
4. 期
日
令和２年１０月４日（日）
5. 会
場
神戸市須磨区 神戸総合運動公園
6. アクセス
＜鉄 道＞ 神戸市営地下鉄西神・山手線 西神中央行き「総合運動公園駅」下車すぐ
＜自動車＞ 三宮から山麓バイパス経由約20分。阪神高速北神戸線「布施畑IC」または阪
神高速神戸山手線「白川南IC」より約5分。駐車場（500円）あり。

会場の案内ウエブサイト：https://www.kobe-park.or.jp/sougou/access/
7. 大会日程
１０：００～１２：００ 受付
１２：００～
交流大会
１４：００～（予定）
表彰式
8. 競技規則
国際オリエンテーリング連盟（IOF）が定める「IOF フットオリエンテーリング大会競技
規則」及び（公社）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」に基づいて行う。
9. 競技方法
・ 指定されたコントロール（ポイント）を順番に回るポイント・オリエンテーリングで行
う。
・ 個人競技で、競技者は各クラスとも一人ずつ同一の時間間隔でスタートするタイムス
タートを採用する。各人のスタート時刻は指定する。
・ 性別、年齢別及び難度別のクラスを設ける。
・ 各クラスとも優勝設定時間が 12～15 分のスプリント競技で行う。
10. 大会規定
（１） 参加資格
関西広域連合（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島
県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）に在住、且つ６０歳以上（１９６０（昭和３５）
年以前生まれ）の方

（２） クラス
クラス
参加資格*
レベル
備 考
Ｍ６０Ａ 男子、１９６０年以前生まれ
Ｍ６５Ａ 男子、１９５５年以前生まれ
Ｍ７０Ａ 男子、１９５０年以前生まれ
Ｍ７５Ａ 男子、１９４５年以前生まれ
Ｍ８０Ａ 男子、１９４０年以前生まれ
Ｍ８５Ａ 男子、１９３５年以前生まれ
２０２０年度ＪＯＡ競技
競技経験豊富
者登録が必要
Ｗ６０Ａ 女子、１９６０年以前生まれ
Ｗ６５Ａ 女子、１９５５年以前生まれ
Ｗ７０Ａ 女子、１９５０年以前生まれ
Ｗ７５Ａ 女子、１９４５年以前生まれ
Ｗ８０Ａ 女子、１９４０年以前生まれ
Ｗ８５Ａ 女子、１９３５年以前生まれ
Ｍ６０Ｂ 男子、１９６０年以前生まれ
ＭＢＬ適用
Ｍ７０Ｂ 男子、１９５０年以前生まれ
ＭＢＳ適用
Ｍ８０Ｂ 男子、１９４０年以前生まれ
初級者～中級 ＭＢＳ適用
者
Ｗ６０Ｂ 女子、１９６０年以前生まれ
ＷＢＬ適用
Ｗ７０Ｂ 女子、１９５０年以前生まれ
ＷＢＳ適用
Ｗ８０Ｂ 女子、１９４０年以前生まれ
ＷＢＳ適用
* ＷＭＧ２０２１関西のプレ大会として開催のため、年齢には暦年を適用する。
Ｂクラスは競技者登録不要です。Ｂクラスの参加者のうち、神戸市民、養父市民、神河
町民、香美町民の方の参加費は無料（申込みは必要）。
（３） コース
コースは各クラスともに優勝設定時間が 12～15 分となるように設定されています。競
技時間は 1 時間。
10 参加費及びＳＩレンタル料
Ａクラス ３，０００円（SI カードレンタル料は別途必要）
Ｂクラス ２，５００円（SI カードレンタル料を含む）
11

表
彰
各クラスのうち、関西シニアマスターズ対象者の上位３名を表彰する。
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参加申込
（１） Ｗｅｂ申込み
Japan O EntrY (https://japan-o-entry.com) から 画面の指示に従い申し込んでくだ
さい。クレジットカード支払い）
Ａクラスの方： https://japan-o-entry.com/event/view/435
Ｂクラスの方： https://japan-o-entry.com/event/view/438
（２） 電子メール／郵送／ＦＡＸ
Ｂクラスのみ受け付けます。Ａクラスの方は、上記 Web 申込みにより行ってください。
参加申込者は、別紙申込書に必要事項を記入し、下記によりお申込みください。
【参加費の払込み】： 参加費を下記のいずれかでお振込みください。
［郵便振替］
口座番号 ００９２０－０－１５３１５２
名 義
兵庫県オリエンテーリング協会
［ゆうちょ銀行］ 店 名
〇九九 店（ゼロキユウキユウ店）
預金種目 当座
口座番号 0153152
【申込書の送付】： 下記のいずれかでお送りください。
［電子メール］ 申込書各項目または申込書を hyogo_ola@mbr.nifty.com まで。
［郵 送］ 〒651-1302 神戸市北区藤原台中町 8-10-11 永田実気付
兵庫県オリエンテーリング協会
［電話/ＦＡＸ］ ０７８－９８７－３６６１

参加費の入金確認を以って、参加申込の完了となります。
＜申込期限＞
２０２０（令和２）年９月４日（金）
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14

大会についてのお問い合わせ
（１）競技についてのお問い合わせ
兵庫県オリエンテーリング協会（永田）
電子メール hyogo_ola@mbr.nifty.com（望ましい）
電話 078-987-3661
FAX 078-987-3661
（２）その他のお問い合わせ
第４回関西シニアマスターズ大会実行委員会事務局
兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内
電話 078-362-3788
FAX 078-362-3959
そ の 他
（１） 今後の新型コロナウイルス COVID-19 の感染拡大の状況によっては、延期または中
止することもあります。最終決定は 8 月末頃の予定です。
（２） 今後の案内は下記大会ウエブサイトをご覧ください。随時情報提供します。
https://wmoc2021.jp/ja/202005-3days/
（３） Ａクラス（競技経験者）への申込みは、大会ウェブサイトをご覧ください。
（４） プログラム及びスタート時刻は、大会 1 週間前までに、大会ウェブサイトにて公開
します。必ずご確認ください。
（５） 参加者はあらかじめ健康診断を受けるなど、各自、健康管理に責任を持って参加し
てください。健康保険証の持参をお勧めします。
（６） 参加者が自分自身または第三者へ与えた事故、損傷、損害について、主催者は一切
責任を負いません。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。
競技中、事故が起きた場合は応急処置を行いますが、その後の責任は負いません。
（７） 大会中の写真、映像、記事、記録などの肖像権・掲載権はすべて主催者に属します。
大会の映像・写真・記事・記録等において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人
情報が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用
される場合があります。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。
（８） 気象警報が発令された場合など、参加者の安全が確保できないと判断される場合に
は大会を中止いたします。その場合の参加費の返金は致しませんのでご了承くださ
い。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
第４回 関西シニアマスターズ大会兵庫大会参加申込書（オリエンテーリング） Ｂクラス用

性別

ふりがな

氏名

電 話

年 月 日

男･女

(代表者)
住 所

生年月日/年齢

〒

参加費等

所属

歳

－
－

－

参加希望

電子メール
SI カード

団体名､クラブ名等

あり（No.
円

） ・ なし
送金方法

クラス

M60B・M70B・M80B
W60B・W70B・W80B

申込区分

広域連合・地元市民

郵便振替・銀行振込

払込日

備 考
・所属がない場合は居住地の市区町名を記載させていただきます。
・申込書に記載の個人情報は、本大会の運営目的以外には使用いたしません。

月

日

