
第 12 回全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会 

         埼玉・飯能 トレイル・オリエンテーリング大会 

    併設関東パーク O ツアーin 駿河台大学大会 要項２ 

開催期日：平成２８年１０月１６日（日）小雨決行・荒天中止 

会  場：駿河台大学 

集合場所：駿河台大学体育館内小体育室 （詳細は、埼玉県協会ＨＰにプログラムで公開します） 

主  催：公益社団法人日本オリエンテーリング協会 

主  管：特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会 

     特定非営利活動法人トレイル・オリエンテーリング協会 

特別協力：学校法人駿河台大学 

協  力：入間市オリエンテーリングクラブ 

後  援：飯能市教育委員会 

大会役員：大会名誉会長 山西 哲郎（公益社団法人日本オリエンテーリング協会会長） 

     大会会長   福原 正三（特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会会長） 

     大会副会長  櫻内 保幹（特定非営利活動法人トレイル・オリエンテーリング協会会長） 

競技役員： 

 トレイル O 

競技責任者：   今井 信親（ＮＰＯ法人トレイル○協会） 

運営責任者：   田中 博 （ＮＰＯ法人トレイル○協会） 

コース設定者：  児玉 拓 （多摩 OL） 

大会コントローラ 杉本 光正（ES 関東 C） 

パーク O（関東パークＯツアーin 駿河台大学） 

競技責任者：   海老沢 正（入間市オリエンテーリングクラブ） 

運営責任者：   田中  博（入間市オリエンテーリングクラブ） 

コース設定者：  海老沢 正・弓削田 槙一（入間市オリエンテーリングクラブ） 

全体作図：     水嶋 孝久（入間市オリエンテーリングクラブ） 

運営役員：     入間市オリエンテーリングクラブ会員・埼玉県オリエンテーリング協会会員 

交  通： 

 公共交通機関利用：西武池袋線元加治駅下車徒歩２０分 

 自家用車利用：  圏央道青梅インター及び入間インターより約１５分 

   詳細地図及び電車時刻表はプログラムに記載します。 

受付時間： 

トレイルＯ ９：３０～１１：２０ 

       事前申込者はスタート時刻を事前に指定し、１週間前に公表します。 

       当日申込者はスタート時刻を受付で指定します。 

       ＯＡ／ＯＢはパーク O 終了後にもスタート可能です。詳細はプログラムに記載します。 

パーク O  ９：３０～１３：３０ 

       スタート時刻は当日指定します。トレイル O とパーク O の両方に参加する方は 

       ご自分の競技時間を勘案してスタート時刻を決めてください。  

競技開始時間： 

 トレイル O  １０：００～１１：３０  フィニッシュ閉鎖時刻１４：００ 

         競技時間 E クラス=１５０分 Ａクラス＝１００分 Ｂクラス＝６０分 

 パークＯ  １０：３０～１４：３０  フィニッシュ閉鎖時刻 １５：０ 



◉駐車場―会場―スタート地区の移動は５分～１０分以内を予定してます。 

以後トレイルＯ・パークＯに分けてご案内します。   

トレイルＯ：  

参加クラス  クラス    距離  競技時間（予定） 

       Ｅクラス   未定  １５０分 

       Ａクラス   未定  １２０分 

       Ｂクラス   未定   ９０分 

    当日参加はオープン扱いになり ＯＡ・ＯＢクラスとします。 

参加資格 

Ｅクラスの参加者は全日本選手権大会Ｅクラス参加資格（Ｅ権）所有者およびＪＯＡトレイルＯ委

員会の認めた者に限定されます。またＪＯＡ競技者登録が必要です。 

Ａクラスの参加者は競技者登録が必要です。 

Ｂクラスは特別な制限はもうけません。 

ＯＡ・ＯＢクラスの競技者登録は不要です。但し表彰対象外になります。 

参加費  クラス   一般     大学生     高校生以下 

      Ｅ  ４，０００円  ３，０００円   １，０００円 

      Ａ  ３，０００    ２，０００       ５００ 

      Ｂ  １，０００    １，０００       ５００ 

 当日申込ＯＡ  ３，０００    ２，０００       ５００ 

     ＯＢ  １，０００    １，０００       ５００ 

競技規則： 

（公社）日本オリエンテーリング協会が定める「日本トレイル・オリエンテーリング競技規則」に準拠 

競技形式： 

トレイル・オリエンテーリング（Ｅクラス、Ａクラス、Ｂクラス、）の個人競技。 

距離・時間とも予定です。正式にはプログラムで公開します。 

テレインプロフィール 

  大学構内の植え込み・池・岩など人工的に作られたエリアと、加治丘陵内の作業用舗装道路から 

  自然の山林内のコントロールを見るエリアに分かれます。コントロールによって要求される技術が 

  違うものとなるでしょう。 

使用地図： 

縮尺 １：４，０００ 等高線間隔 ２．5m 透視可能度 ３段階 JSSOM2007 準拠 

コントロール位置説明：ＩＯＦ記号、 

表彰他 

Ｅ・Ａ・Ｂクラス共、上位３位までを表彰します。 

Ｅ・Ａ・Ｂ パラリンピッククラスについても上位３位まで表彰します。 

Ｅ 総合クラスの上位者、およびＥ パラリンピッククラスの上位者は､2017 年ＷＴＯＣ日本代表

選手選考の対象となります。 

Ｅ 総合クラス上位者（１～２0 位）及びＡ総合クラスの１～３位には、201７年度の全日本トレ

イル・オリエンテーリング大会のＥクラスヘの出場権が与えられます。 

◉ナンバーカードを主催者が用意します。競技中は競技役員が見える場所に着用してください。フィ

ニッシュ後に返却してください。安全ピンは各自ご用意ください。 

◉エスコート（介助者）が必要な方は、事前に連絡をお願いします。 

 



パークＯ  関東パークＯツアーin 駿河台大学 

参加クラス：Ｌクラス＝優勝設定時間１５分  

      Ｓクラス＝優勝設定時間１５分  

      駿河台大学生・飯能市民クラス 優勝設定時間 競技制限時間 未定 

         このクラスはグループでの参加もできます。 

          L クラスのみ関東パークＯツアーの対象です。 

参加資格： 特にありません。 

参加費：  １，０００円 Ｌ・Ｓクラス共通、当日申込も同額 Ｅカードレンタル代＝３００円 

      駿河台大学生・飯能市民クラス＝１００円 

但し用意した地図がなくなると希望クラスに参加できない場合もあります。 

競技規則： 日本オリエンテーリング競技規則に準拠 

競技形式:： 個人ポイントオリエンテーリング（グループで参加希望の方は受付で申し出てください。） 

テレインプロフィール： 

 広い大学構内を縦横に走り回るテレインです。但し東大本郷構内の様に建物が多数ありません。 

 その分、スピード重視のレースになりますが、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。 

使用地図： 

縮尺 １：４，０００  等高線間隔 ２．５ｍ  通行可能度 ３段階  JSSOM2007 準拠 

コントロール位置説明：ＩＯＦ記号、 

表彰他： 

 表彰は行いません。 

 成績はラップセンター(http://mulka2.com/lapcenter/index.jsp)に公開します。 

 関東パークＯツアー戦になります。 

全般の留意（注意）事項（共通） 

・大会モデルコースは特に設けません。 

・プログラムは大会一週間前位に、埼玉県協会ＨＰ(http://www.orienteering.com/~saitama/)・  

トレイル○協会ＨＰ(http://www.trail-o.com/)で公開します。 

・荒天などやむを得ない事情で大会を中止する場合は、大会当日の午前 7 時までにトレイル O 協会

ＨＰで告知します。 

・要項およびトレイルＯ協会ＨＰサイトに記載されている事項は、予告無く変更される場合もありま

す。 

・変更事項については、大会当日の公式掲示版をご覧ください。 

・申込書に記載された個人情報は、本大会の運営に必要な場合以外には使用いたしません。 

・大学構内は駿河台大学生他が他のスポーツや文化活動などに使用しています。十分留意して行動し

てください。 

・大学構内は火気使用厳禁です。喫煙は指定場所以外では禁止です。 

・本大会へ参加される方は、大会終了まで駿河台大学および周辺地域へのオリエンテーリング目的で

の立ち入りを禁止します。違反した場合、失格となります。 

・コンパスの貸し出しを受付でおこないます。破損、紛失の場合は実費をいただきますので注意くだ

さい。 

・傷害保険は主催者が加入予定でいますが、補償額に限度があります。参加者も傷害保険に加入して

ください。各自健康保険証の持参をお願いします。 

・自分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。また、立入禁止場所に入ったり、樹木を傷つけたり

しないでください。 

・参加者が自分自身、あるいは第三者へ与えた損傷、損害、損失については、主催者、主管者はその

責任を負いません。 

・大会当日、大学構内およびその周辺での宿泊のためのテント設営は禁止します。 

・宿泊等の斡旋はいたしませんが、障がい者の方で宿泊希望の方は相談をしてください。 

http://www.orienteering.com/~saitama/)・


参加申込み方法 

① Japan O-entry をご利用ください。 

② Ｅメール利用による申し込み（できるだけＥメールをご利用下さい） 

メールに下記項目を記入の上 info@trail-o.com宛て送信し、参加費を下記口座に振り込みください。 

氏名、ふりがな、性別、生年月日（西暦）、トレイルＯ参加クラス、パークＯ参加クラス、競技者

登録番号、Ｅカード番号、Ｅカードレンタル希望の有・無、トレイルＯ協会員はここまで 

トレイルＯ協会員以外の方は、上記に加えて、郵便番号、住所、連絡先電話番号、Ｅメールアドレ

スを記入してください。 

③ 郵送による申し込み 

下記申込書に必要事項を記入し、下記住所宛て郵送し参加費を下記口座に振り込みください。 

郵送先 〒３５８－０００２ 入間市東町１－１５－６ 田中博 

参加費振込口座 

振込手数料は参加者負担でお願いします。振り込みの締め切りも９月１２日（月）です。 

ＮＰＯ法人トレイルＯ協会口座 

  三菱東京ＵＦＪ銀行 武蔵境駅前支店 

特定非営利活動法人トレイル・オリエンテーリング協会理事荒井正敏 

店番３６６ 口座番号１１２７０１６ 

ゆうちょ銀行 

特定非営利活動法人トレイル・オリエンテーリング協会 

店番０１９ 当座０４６３８９１ 

参加申込締め切り：９月１２日（月）消印有効 メールは１２日深夜１２時まで 

問い合わせ先 hrshtnk@m.ictv.ne.jp 田中博 ０９０－３０９８－７５３５ 

 

JOA 公認 全日本トレイルＯ大会＆併設パーク○大会参加申込書 受付№ 

氏名（ふりがな） 性 別 男 ・ 女 

生年月日 

（西暦） 
   年  月  日 

ＮＰＯ法人トレイル○協会会員 会員 ・ 非会員 

所属クラブ等  年 齢 
        歳 

（2017 年 3 月 31 日現在） 

住 所 〒 

 

Ｅカード番号                     レンタル希望 有 ・ 無 

連絡先電話番号  

Ｅメールアドレス  

参加クラス 希望するクラスに〇をつけてください。 

トレイルＯ （ Ｅ ・ Ａ ・ Ｂ ） 

パークＯ  （ Ｌ ・ Ｓ ） 

競技者登録番号    

移動障がい 有 ・ 無 希望事項 

mailto:info@trail-o.com
mailto:hrshtnk@m.ictv.ne.jp


 

エスコート希望 有 ・ 無 希望事項 


