
 

 

「独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業」 

岩手県オリエンテーリングフェスタ 
（第６回岩県大会前日イベント） 

要   項 
日時  ２０１２年（平成２４年）９月２２日（土）雨天決行・荒天中止 

受付会場 トレイルＯ、スプリント共に 岩手県立大学体育アリーナ  

     岩手県岩手郡滝沢村滝沢巣子１５２－５２ 

テレイン トレイルＯ＝岩手県滝沢森林公園 スプリント＝岩手県立大学構内 

主催  特定非営利活動法人トレイル・オリエンテーリング協会 

主管  岩手県立大学オリエンテーリング部 岩手大学オリエンテーリング部 

    特定非営利活動法人トレイル・オリエンテーリング協会 

後援  岩手県教育委員会 岩手県オリエンテーリング協会 

    社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 特定非営利活動法人岩手県レクリエーション協会 

  社会福祉法人岩手県身体障害者福祉協会 岩手県老人クラブ連合会 

役員  実行委員長  田中博 （ＮＰＯ法人トレイルＯ協会） 

副実行委員長 武藤寿光（岩手県立大学オリエンテーリング部２年）  

トレイルＯ部門   （ＪＯＡ公認トレイルＯ大会） 

競技責任者    田中徹 （京葉オリエンテーリングクラブ） 

コース設定者   山口拓也（浜松ＯＬＣ・2012世界トレイルＯ選手権大会日本代表） 

大会コントローラ 藤島由宇（新潟県オリエンテーリング協会） 

スプリント部門 

 競技責任者兼コース設定者 樋口広樹（岩手県立大学オリエンテーリング部２年） 

 運営責任者        藤澤優 （同上） 

 

交通  電車をご利用の場合 

       最寄り駅はいわて銀河鉄道(IGR)滝沢駅となります。JR 盛岡駅でいわて銀河鉄道に乗り換

えて下さい。IGR滝沢駅からは約 1㎞、徒歩約 15分。テープ誘導はありません。 

     バスをご利用の場合 

      盛岡駅前(東口②)から「岩手県立大学」行きが出ています。所要時間は片道約 30分です。 

     自家用車をご利用の場合 

      岩手県立大学は滝沢ICから約10分です。岩手県立大学内の駐車場をご利用ください。 

タイムスケジュール 

スプリント 

受付           9:30～10:30 

スタート開始時刻    10:40 

競技終了時刻      12:00 

トレイルＯ 

受付 Ａ／ＯＡクラス  11:00～13:40   

Ｂクラス  11:00～14:00 

スタート開始時刻    12:00（Ａクラス事前申込者はスタート時刻を指定します） 

競技終了時刻      16:00 



 

 

トレイルＯ競技情報 

この大会はＪＯＡ公認 トレイルＯ大会です。 

競技規則 日本トレイルオリエンテーリング競技規則 2012に準拠（２０１２年６月１７日改正） 

クラス  Ａクラス（上級者向け 競技時間１２０分予定） 

ＯＡクラス 当日参加のＯＡクラスはＡクラスと同じコースですが、表彰および全日本選

手権Ｅクラス参加資格の対象にはなりません。 

Ｂクラス（初・中級者向け 競技時間６０分予定）当日参加もできます。 

トレイルＯ全日本選手権大会参加資格。 

  Ａクラス１０位以内の方には第８回全日本トレイルＯ選手権大会（２０１２年１１月 

２３日・長崎県）Ｅクラスの参加資格が与えられます。 

地図   2005年度作成「滝沢森林公園」をトレイルＯ用に修正 

縮尺 １：５，０００ 等高線間隔 ２．５ｍ 透視可能度３段階 ビニール袋入り 

コントロール位置説明 コントロールに関する規程（JSCD2008）に準拠 

テレイン情報 テレインの滝沢森林公園は非常に美しいブナ林、よく手入れされたツツジの庭園、池、

貴重な植物のある沢、湿地、オープンなどさまざまな林相を見せる森林公園です。 

       道、小径共に未舗装で、細かい砂利が敷き詰められています。そのため車いすの通行

には若干不便ですが、エスコートする者を主催者側で手配します。 

※車いす、高齢者の方は一旦体育棟アリーナで受付後、車で森林公園駐車場に移動します。 

その他の人は徒歩での移動とします。（テープ誘導、約 1km） 

※車いす対応のトイレは滝沢森林公園及び岩手県立大学構内にあります。 

 

スプリント競技情報 

競技形式 ポイントＯスプリント競技 ＥＭＩＴ社製の電子パンチシステムを使用します。 

競技規則 日本オリエンテーリング競技規則に準拠 

クラス  Ｌクラス（Long 優勝設定時間 12分 競技時間 40分） 

Ｍクラス（Middle 優勝設定時間 10分 競技時間 40分） 

初心者クラス（所要時間 40分 事前申込不要） 

地図     2012年度 岩手県立大学新規作成予定（ニューマップ） 

 縮尺１：４，０００ 等高線間隔 ２．５ｍ 通行可能度４段階表記 ビニール袋入り 

 

テレイン情報 整備された道路や芝生が多く走りやすいテレインですがなだらかな起伏もあります。 

オブジェや独立樹、植え込みなどが点在し特徴物が豊富です。天気がいい日には岩手山の           

素晴らしい眺めを楽しむことができます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

参加申込方法 

参加費 トレイルＯ 

クラス Ａクラス ＯＡクラス Ｂクラス 

参加費 

一般 2,000円 一般 2,500円 

500円 大学生以下 

500円 

大学生以下 

1,000円 

 

※ Ａクラスは競技者登録が必要です。一時登録の場合は 500 円を加算。 

     ※ ＯＡクラスはオープン扱いとなり、表彰および全日本選手権Ｅクラス参加資格の 

対象にはなりません。 

※ Ｂクラス参加の岩手県民、障害者、高齢者（６５歳以上）、中学生以下は無料です。 

 

スプリント 

クラス Ｌクラス Ｍクラス 初心者クラス 

優勝設定時間 12分 10分 なし 

参加費 
事前申込  500円 無料 

（事前申込不要） 当日参加 1,000円 

 

※Eカードレンタルの方は 200円いただきます。 

参加費は ２３日の第6回岩県大会 ２２日の前日イベントの合計を下記口座に振り込んで

ください。（振り込み手数料は各自で負担してください）。 

振込依頼人の名義は、参加申込者（代表者）と同一のものをご使用ください。 

 

申し込み方法  参加費を振り込んだ後、以下いずれかの方法で申し込みをお願いします。 

      申し込みは 9月 22日 岩手県オリエンテーリングフェスタ 

9月 23日 第６回岩県大会  

 を一括して申し込み下さい 

※団体で申し込む場合はメール申し込みをご利用ください。 

 

１．メール申し込み 

     大会公式サイト http://ganken2012.seesaa.net/ よりエントリーシートをダウンロード 

してください。 

エントリーシートに必要事項を記入し、下記アドレスに添付ファイルで送信して下さい。 

     アドレス ： gankentaikai■gmail.com ■＝@に変えてください。 

２．郵送申し込み 

     必要事項を大会申込書に記入のうえ、以下の宛先にご郵送ください。 

 

〒020-8550 岩手県盛岡市上田三丁目 18番 34号 岩手大学 オリエンテーリング部 行 

 

振込先 ゆうちょ銀行 普通 口座番号：１８３６０―１００２４０２１ 

支店名：八三八 

名義：カワサキ アキト 

  

http://ganken2012.seesaa.net/


 

 

他銀行からの場合は次の内容でご指定ください。 

店名：八三八（ハチサンハチ） 

店番：８３８ 

預金項目：普通預金 

口座番号：１００２４０２ 

申し込み期間：6月 23日（土）～8月 23日（木） 

    ※必ず先に参加費の払い込み手続きを済ませてから、メールまたは郵送でお申し込み 

ください。メール申し込みの場合は 8月 23日中の送信まで有効、郵送申し込み 

の場合は同日の消印有効です。申し込み期間内の参加費の払い込みが確認されない場 

合はエントリーを受け付けませんので、ご注意ください。 

表彰 トレイルＯ 

Ａクラスは３位まで翌日の第６回岩県大会会場で表彰致します。 

    Ｂクラスは参加賞を当日渡します。 

   スプリント 

    Ｌクラス、Ｍクラスは３位まで翌日の第６回岩県大会会場で表彰致します。 

   ※岩県大会に不参加の方には後日賞状と賞品を送ります。 

プログラム 大会１週間前迄にトレイルＯ協会ホームページ（http://www.trail-o.com/）及び 

大会公式サイト http://ganken2012.seesaa.net/で公表する予定です。 

 

問い合せ先 

トレイルＯ 田中博 hrshtnk■m.ictv.ne.jp （■＝@） 

           090-3098-7535 (なるべくメールでお願いします。)    

  スプリント 武藤寿光 g041j095■ｓ.iwate-pu.ac.jp （■＝@） 

        080-6017-3257 (なるべくメールでお願いします。) 

 

留意事項 

 ※ トレーニングコースは設けません。 

 ※ コンパス貸し出しは受付でお申し出ください。破損、紛失の場合は実費（2,000円）をいただ 

きます。 

 ※ 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。 

 ※ 大会当日まで、滝沢森林公園内及び岩手県立大学へのオリエンテーリング目的での立入を禁止

します。 

 ※ 参加者が自分自身あるいは第三者に与えた事故・損害等については主催者は一切責任を負いま

せん。 

 ※ 自分で出したゴミは必ずお持ち帰り下さい。 

 ※  スプリント競技は大学構内で行われるため、またトレイルＯは森林公園の保護のため金属ピン

のついたシューズは使用禁止です。 

※  競技中、植え込みや花壇に立ち入らないようにしてください。 

※  競技中は一般の公園利用者または大学構内利用者の活動を優先し、注意して競技を行ってくだ

さい。 

※  怪我などの際に備え、保険証（またはコピー）をご持参ください。 

※ レンタルした Eカードを破損・紛失した場合は実費 6,000円をいただきます。 

※ 主管者でスポーツ傷害保険に加入しますが、保障内容が十分とはいえませんので、各自での対

応を推奨します。 

http://www.trail-o.com/
http://ganken2012.seesaa.net/


 

 

 第６回岩県大会    ９月２３日 

岩手県オリエンテーリングフェスタ大会   ９月２２日 

一括申込書 

ふりがな   

氏名   

住所 

〒             都・道・府・県 

競技者登録番号   

連絡先電話番号   

生年月日      年     月     日生 

年齢 歳 性別 男 ・ 女 

所属クラブ   

E カードナンバー   

交通手段      

（○で囲んでください） 
車・乗り合い・それ以外 

参加種目 クラス名 参加費 

岩県大会（9/23）     

トレイルＯ(9/22)     

スプリント(9/22)     

合計参加費 円 

競技者一時登録料                       ５００円 

プログラム紙版郵

送 

オリエンテーリングフェスタ ５００円 

岩県大会 ２００円 

成績表紙版郵送 

（○で囲んでください） 

前日のみ・岩県大会のみ 

・両方 
どれを選んでも ２００円 

E カード 
１日のみ ２００円 

２日間 ４００円 

合計振込金額 円 

以下○で囲んでください 移動障害の 有 無、  車いす利用の 有 無、当日のエスコートの 要 否、 

その他主催者への要望事項 

 

 

※競技者登録番号はトレイルＯ・Ａクラスに参加する方は記入下さい。 

※年齢は 2013年 3月 31日までに達する年齢をお書きください。 

※E-card番号はレンタルの方は書く必要はありません。 

※車の場合、駐車券を発行します。 

※お知らせいただいた個人情報については、本大会の運営上のみに使用します。 

 

 


