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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  

プログラム 

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 

協  賛 特定非営利活動法人 M-nop 

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 

交  通：車利用（駐車場の数は十分にあります。） 
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 電車利用  西武池袋線元加治駅下車 １.９ｋｍ 徒歩２４分 

 タクシー利用 西武池袋線飯能駅南口より 約１０分  １,４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      徒歩 元加治駅―――＞駿河台大学 （地図データ ©2016 Google, ZENRIN） 

 

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 

運営責任者    田中 博 （特定非営利活動法人トレイル・オリエンテーリング協会） 

競技責任者    今井 信親（特定非営利活動法人トレイル・オリエンテーリング協会） 

コース設定者   児玉 拓 （多摩オリエンテーリングクラブ） 

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） 

運営責任者    田中  博（入間市オリエンテーリングクラブ） 

競技責任者    海老沢 正（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（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 
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ごあいさつ 

 このたびは参加いただきましてありがとうございます。今年度のトレイル・オリエンテーリングのチャンピオ

ンを決めるにふさわしい大会にすべく努力してまいりました。秋の長雨にたたられて若干時間不足の感もありま

すが、競技面では皆様に満足いただけるものを用意できたかと存じます。 

今大会は創立３０周年を迎える駿河台大学様のご厚意により大学構内及び山林を使用できることとなり、よう

やく開催にこぎつけました。ここに改めて感謝の意を表します。 

当日は構内で学生の課外活動が活発におこなわれています。十分に気を付けて参加いただきますようお願いし

ます。またそのため過去の大会とはいささか異なる運営方法となりますのでご理解ご協力のほどよろしくお願い

します。 

今回、特定非営利活動法人Ｍ－ｎｏｐ様より新型のコンパスの提供をいただきました。有難うございます。併

せて、大会開催にご配慮いただいた埼玉県オリエンテーリング協会、運営に全面的にご協力いただいた入間市Ｏ

ＬＣの皆様に感謝いたします。 

皆さん、秋の１日を素晴らしい駿河台大学のキャンパスでお楽しみください。    

                特定非営利活動法人トレイル・オリエンテーリング協会 役員一同 

 

大会スケジュール 

  トレイル・スプリント受付開始 ９；００ ～ 

        Ｅ、Ａクラス受付終了 １０：００ 

                Ｅ、Ａクラススタート １０：０９ ～ 

            Ｂクラススタート １０：２０ 

        トレイル当日参加者受付終了 １１：２０ 

        トレイルフィニッシュ閉鎖 １３：３０ 

        パークスタート開始 １０：３０ 

パークフィニッシュ閉鎖 １５：００ 

        表彰 １５：００ 前後 

        会場閉鎖 １６：００ 予定 

 

会場  ・駐車場は第１駐車場、第２駐車場を使用予定です。一般の方と共用です。役員の指示に従ってご駐車

ください。 

・会場は体育館内小体育室です。守衛所、駐車場より赤テープ誘導で５分です。来場の際は誘導から外

れないようにくれぐれもご注意ください。 

    ・会場内ではブルーシート上でのみ飲食可能です。 

    ・体育館南側出入り口、ロビーは使用禁止です。 

    ・小体育室内では靴をぬいでください。 

    ・トレイル競技者はプレスタートまで体育館の外に出ないでください。 

 

受付  ・受付場所は体育館内事務室前です。 

    ・トレイル、パークの受付時間はスケジュール欄をごらんください。 

    ・トレイル参加者は受付後体育館の外には出られません。 

    ・トレイル当日参加者はスタート時刻を指定します。スタート時刻は事前申込者の後になります。 

・トレイル、パーク２種目に参加される方はトレイル終了後にパークに参加してください。 

・パークは当日にスタート時刻を指定します。 

・コンパスの無料貸し出しをします。 
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トレイルＯ  
 

テレイン情報 

トレイルＯは大学構内の人工的特徴物、植え込み、岩、池等を課題とするコントロールと、加治丘陵内の自

然地形を課題とするコントロールに分かれます。 

大学構内の道は舗装された平坦な道ですが一部砂利道となります。丘陵内の林道は舗装されてはおりますがか

なり急な傾斜が続きます。近接コントロールが多くあり、コントロール周辺が見通しの悪いところもあります。 

 

競技情報 

   競技形態 トレイル・オリエンテーリング個人 PreO競技 

        パンチは各自携帯するピンパンチで行います。 

競技規則 日本トレイル・オリエンテーリング競技規則(2012年 6 月 17 日改正)による。 

地  図： IＳＳＯＭ２００７準拠 ２０１６年７月～１０月調査 作図 

     縮尺１：４０００ 等高線間隔２.５ｍ 透視可能度 ３段階  

     Ｂクラスは縮尺１：２０００ 

位置説明ＩＯＦ記号 Ｂクラスは日本語併記  

     Ａ４ 横版 プリンターによる印刷 チャック付ポリ袋をスタートに用意します。 

 

   距    離 Ｅクラス   1.6 km    登距離 35 m コントロール数 18（別途ＴＣ２カ所あり） 

Ａクラス   1.4 km    登距離 35 m コントロール数 14（別途ＴＣ１カ所あり） 

Ｂクラス   1.0 km    登距離  5 m コントロール数 10 

ＰＥ、ＰＡクラス  1.2 km    登距離 10 m コントロール数はＥ、Ａクラスと同じ 

 

   競技時間 Ｅ・ＰＥクラス      130 分 

Ａ・ＰＡ・ＯＡクラス    100 分  

Ｂ・ＯＢクラス          70 分 

 

                                                            

１. 受付   

 事前申込者 

・Ｅ、Ａクラス参加者は全員１０時までには受付を済ませて、体育館内小体育室に入ってください。 

   その後スタートまでは体育館から外に出ないでください。 

  ・時間に遅れる場合には必ず下記電話まで連絡を入れてください。正門まで役員が迎えに参ります。迎えを

待たずに構内に入られた場合には失格の対象となります。 

携帯電話：090-3098-7535 

  ・Ｂクラス参加者は１０時２０分までに受付を済ませてください。 

  ・受付では各自の袋を取り、ピンパンチを受け取ってください。 

  ・袋にはナンバーカード、コントロールカード（ＣＣ）、ＣＣ用ゴムひもが入っております。安全ピンは各自で用意

してください。 

  ・申込に不備のある方は袋を用意しません、役員までお申し出ください。 
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 当日申込者 

・参加申込用紙に必要事項を記入して下さい。 

・参加費を支払い、コントロールカード（ＣＣ）、ナンバーカード、ピンパンチ、ＣＣ用ゴムひも（必要な方）を受取

って下さい。 

・参加費 当日申込     一般   大学生（院を含む） 高校生以下 

ＯＡ  ３，０００円    ２，０００円       ５００円 

           ＯＢ  １，０００円     １，０００円       ５００円 

     駿河台大学生 飯能市民はＢクラス １００円、 当日初心者説明を行います。 

以下事前申込・当日申込共通 

   ・受付を済ませたら体育館内小体育室でスタート時刻まで待機してください。 

・スタートまではこの小体育室とトイレ以外は立ち入り禁止です。（ＴＣ説明を除く） 

    ・ナンバーカードは見やすいように胸の正面か脚部に付けてください。 

・ＴＣ初心者説明会を９時３０分、１１時００分に開催します。Ａクラス・ＯＡクラスの方を対象といたします。時間に

なりましたら受付付近にお越しください。初めての方は必ず受けていただきますようお願いします。 

   

２ トレイル競技全般 

   ・競技者が携帯できるのはコンパス、地図貼り付けボード、ピンパンチ、拡大鏡、雨具、飲み物 

    等です。 

   ・携帯電話、双眼鏡は携帯できません。失格の対象となります。 

   ・テレイン内では情報交換、私語は禁止します。失格の対象となります。 

   ・競技者が通行、移動できるのは舗装された道路、一部の砂利道と赤テープにより囲まれた区域のみです。 

   ・ＣＣへの記印は各自の携帯しているピンパンチで行います。 

   ・テレインの林道内のコントロールはどこから取り組んでもかまいません（フリーポイント形式） 

   ・ＥクラスにはＡクラスター形式のコントロールがあります。「７ 通常コントロールでの注意点」をお

読みください。 

   ・大学構内のコントロールは番号順に取り組んでください。 

・競技の公平・公正さを保持するようご協力ください。ＤＰ前では譲り合いをお願いします。 

   ・他の林道利用者に配慮ねがいます。 

・テレインの林道では虫除スプレー等が有効です。 

 

３  プレスタート 

   ・Ｅクラス 

体育館内ロビー西側にプレスタート枠を設置します。直後にＴＣがあります。 

役員の指示に従ってください。プレスタート枠＝ＴＣ待機所の形になります。 

プレスタート時刻の指定通りに行う予定ですが、ＴＣ運営にトラブルがあった場合はプレスタート時刻が遅延

する場合があります。 

ＴＣ終了後黄色テープ誘導に従ってシャトル自動車乗り場に進んでください。 

   ・Ａ、ＯＡクラス 

・体育館内ロビー東側にプレスタート枠を設置します。 

スタート後そのまま黄色テープ誘導に従ってシャトル自動車乗り場に進んでください。 

・Ｂクラス  

・体育館内ロビー東側にスタート枠を設置します。Ａ，ＯＡクラスと同じ場所です。 

    スタート後に地図をとって競技を開始してください。 
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４  タイムコントロール（ＴＣ） 

・Ｅ、Ａ、ＯＡクラスは、タイムコントロール（ＴＣ）があります。 

・Ｅクラスはスタート直後, Ａ、ＯＡクラスはフィニッシュ後にあります。 

・ＴＣのやり方 

１、Ｅクラスはプレスタートがそのまま待機所になります。Ａクラスはフィニッシュ順にＴＣ待機所に並んでお待

ちください。 

２、役員の呼び出し、誘導によりＴＣ１の椅子に座ってください。 

３、役員にＣＣを渡してください。 

４、回答方法を口頭か指差しかを役員に伝えてください。 

５、フラッグＡ～Ｆの位置を確認してください。 

６、バインドされた地図帳を受け取ってください。 

７、役員の「タイムスタート ナウ」の合図でご自分で表紙をめくり地図を見ます。第 1 課題を答えたら、すぐ

に自分で次の地図をめくり第 2 課題に取り組んでください。回答はご自分が選択した方法で口頭で（アル

ファー、ブラボー、チャーリー、デルタ、エコー、フォックストロットと）答えるか、回答板のアルファベットを指

差すかで答えてください。両方を同時に行った場合には選択された回答方法が優先されます。 

８、第１課題を回答せずに第２課題を見た場合、第２課題に進んだ後に第１課題を見直した場合は、回答が無効

になります。 

９、口頭の場合、アルファー・・・・フォクスロット以外の回答は認めません。 

１０、回答制限時間は６０秒で、１０秒前に役員による「１０秒前です」と警告があります。 

１１、回答と回答時間の記入されたＣＣが返却されます。役員の誘導でＴＣ２に進んでください。ＡクラスはＴＣ２

はありません。 

１２、ＥクラスはＴＣ終了後黄色テープ誘導によりシャトル自動車乗り場に進んでください。 

１３、ＡクラスはＴＣ終了後役員よりＣＣの控えを受け取ってください。地図はここで回収されます。ピンパンチ

とナンバーカードは本部に返却してください。 

 

5  スタート 

・ＰＥ、ＰＡクラスはシャトル自動車に乗車し、Ｐクラス用スタート地区まで車で移動します。 

・Ｅ、Ａ、ＯＡクラスは乗車場所からシャトル自動車で林道入り口のスタート地区まで移動します。（所要約５

分） 

・スタート地区では、改めてコントロールカードにスタート時刻を役員が記入しスタートします。 

・同じシャトル自動車で到着した選手は、プレスタートのスタート順でスタートします。 

・スタートと同時に地図を取って競技を開始してください。スタートは毎分００秒でスタートします。 

  

６  コントロールの取り組む順番 

・林道左右のコントロールＥ１番～Ｅ１２番 Ａ１番～Ａ８番 

スタート地点はＰクラスとオープンクラスで違いますが、与えられる課題はＰＥとＥクラス、ＰＡとＡ、ＯＡクラス

で共通です。回る順番はフリーポイント形式で、どの順番で答えるかは自由です。コントロール番号を地図

とＤＰ板でよく確認して回答してください。回答するコントロール番号を間違えないようご注意ください。 

   ・コントロールＥ１３番～フィニッシュ、Ａ９番～フィニッシュまで（大学構内） 

大学構内のコントロールはコントロール番号順に競技を行ってください。 
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７  通常コントロールでの注意点 

   ・Ｅクラスでは「Ａクラスター形式」のコントロールがあります。 

デシジョンポイントからは複数のフラッグが確認できます。 

通常のコントロールとは違い、左からＡＢＣ‥と名付けることはしません。位置説明のＢ欄は「Ａ」と

いう表記になります。 

課題の「○」の中心にフラッグがありかつコントロール位置説明に合致しているかを判断し、合ってい

ればＡ、間違っていればＺで回答してください。 

課題は複数ありますので、それぞれの課題についてＡかＺで回答してください。 

・ＤＰから移動したときに、ＤＰでは見えなかったフラッグが見える場合があります。 

     対象になるフラッグはＤＰから見えるフラッグのみです。位置説明のＢ欄、例えばＡ－Ｄなら４つの

フラッグをＤＰから確認し、移動して初めて見えるフラッグは無視してください。 

     今大会ではＢクラスにもこのようなコントロールがあります。 

    

８   フィニッシュ 

・フィニッシュ閉鎖は１３時３０分の予定です。 

・フィニッシュ地点で、ＣＣにフィニッシュタイムを記入してもらってくだい。 

・Ｅ､Ｂクラスはそのまま本部に向かいＣＣをして、ナンバーカードとピンパンチを返却してください。 

・地図は名前を背面に記入し回収されます。最終スタート後本部でお返しします。 

・Ａ,ＰＡクラスはフィニッシュ後にＴＣがあります。役員の指示によりフィニッシュ順に待機枠に並んで下さい。 

・ＴＣ終了後、ＣＣを本部に提出し、ナンバーカードとピンパンチを返却してください 

・フィニッシュでは、調査依頼、申告等は受付ません。本部にお申し出下さい。 

・正解表は本部で配布いたします。 

 

９  調査依頼・提訴 

・正解等に疑義があり調査依頼がある場合は、正解表が配布されてから、もしくは速報が掲載されてから

20分以内に所定の用紙に記入して本部に提出して下さい。回答は速やかに公式掲示板に掲示します。そ

の回答後、10分以内であれば所定の用紙により裁定委員会に提訴する事が出来ます。 

・裁定委員は、当日公表します。 

 

１０  表彰 

 ・クラス上位１～３位を当日表彰します。但し、裁定が決定されない場合は後日になることがあります。 

  特定非営利活動法人Ｍ－ｎｏｐ様から新しいタイプのコンパスを副賞としてご提供いただきました。 
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パークＯ 
テレイン情報 駿河台大学は加治丘陵の北西部に位置し、高さの異なる平面的なキャンパスと里山エリアに分

かれており、アップダウンもそれなりにあります。里山エリアの一部に入るコースもあります。 

それほど広くはない平面的なキャンパスは建物群とそれを繋ぐ通路や通過禁止の植え込み部

分と、見通しの利く芝生広場・陸上競技場・野球場・テニスコート・カヌー池などの屋外活動エリア

に分かれています。前者では細かな地図読みが、後者では立入禁止エリアをより短時間に迂回

する走力が求められます。 

 

競技情報 

   競技形態： 個人ポイント・オリエンテーリング競技 

    ＥＭＩＴ社 電子パンチシステム使用 

競技規則： 日本オリエンテーリング競技規則に準拠 

地  図： JSSOM2007 準拠 2016年 7 月～10月調査・作図 

 縮尺 1:4,000 等高線間隔 2.5ｍ 走行可能度 4段階  

A4横版 プリンターによる印刷 チャック付ポリ袋をスタートに置きますので 

     ご自分で封入してください。 

   位置説明: ＩＯＦ記号使用(学生・市民クラスは日本語併記) スタート 2 分前に配布 

   距    離: Ｌクラス 2.3km  登距離 55ｍ   

 Ｓクラス 1.8km  登距離 30ｍ  

 学生・市民クラス  1.3km  登距離 15ｍ 

 

１. 会場 体育館内小体育室 

大学正門前から赤テープ誘導に従って体育館まで進んでください。 

誘導路以外をスタート前に歩き回ることを禁止します。 

土足厳禁、ブルーシートの上での飲食は可です。 

走れるウォームアップエリアはありません。体育館内で充分なストレッチングをして下さい。 

 

２.受付 体育館内ロビー 

(1)事前申込者 

①トレイルＯ参加者 

トレイルＯ競技終了後、②と同様です。 

②トレイルＯ不参加者 

更衣等準備時間を考慮してスタート時刻の指定を受けて下さい。 

レンタルＥカードの方はＥカードを受け取って下さい。 

(2)当日申込者 

参加申込用紙に必要事項を記入のうえ参加費を支払い、更衣等準備時間を考慮してスタート時刻の

指定を受けて下さい。 

レンタルＥカードの方はＥカードを受け取って下さい。 

・参加費 Ｌ／Ｓ：1,000円   駿河台大学生・飯能市民：100円 
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３. スタート 体育館東側出入り口 

(1)アクティベート 

3 分前枠(体育館東側出入り口内側)付近にアクティベートユニットが配置してあります。 

事前にアクティベートしてＥカードの動作確認をして下さい。動作不能の場合は受付でレンタル続きをし

て下さい。レンタル料 300円が必要です。 

(2) 3 分前枠 (体育館東側出入り口内側) 

電波時計を置いて置きます。時計は現在時刻を示しています。 

自分のスタート時刻の 3分前に自分の責任で 3 分前枠に入って下さい。 

スタート枠はクラス毎に仕切られていません。 

体育館東側出入り口外側の 2 分前枠の人が 1 分前枠に移動したら、自動ドアを出て 2 分前枠に進んで

下さい。(スタートチャイマーの音は聞こえないかも知れません) 

(3) 2 分前枠 (体育館東側出入り口外側) 

自分の責任で位置説明を取って下さい。 

(4) 1 分前枠 

①地図の準備 

クラス別の地図ボックスから自分のコース地図を取り、必要に応じて準備されているチャック付きポリ

袋に封入、自分の足元に置いて下さい。 

②スタート 

リフトアップ形式の計時です。 

スタートチャイマーの合図で足元に置いた地図を取りスタートしてください。 

スタートコントロール(地図上のスタート地点△)までは赤色の小さなコーンで誘導します。誘導に従っ

て必ずスタートコントロールを通過して下さい。スタートコントロールを通過しない事が確認された場

合は失格とします。 

      

４. 競技中 

・ピン付きスパイクは使用禁止です。 

・コントロールは番号順に廻ってください。 

・通過禁止の植え込みや立入禁止エリアには絶対に入らないで下さい。土手の法面は崩壊防止の地図に立

入禁止表示がなくても立入禁止とします。植え込みを壊したり土手を崩したりした場合は、その競技者に

賠償責任が発生します。このような事態が発生すると今後駿河台大学ではオリエンテーリングが出来な

くなります。十分に注意してください。 

・車が通行する道路や駐車場を横切る場合があります。誘導員の指示に従ってください。 

・大学構内は大会参加以外に大勢の方がクラブ活動などで日曜日でも活動しています。走行中に歩行者と

ぶつからないよう注意してください。 

・建物内部・土手の法面は表記がなくても立ち入り禁止です。 

 

５. フィニッシュ 

・パンチングフィニッシュです。 

・フィニッシュ後体育館内の計算センターにてＥカードの読み取りを受けて下さい。このＥカード最終チェック

しないと、未帰還者扱いになります。 

・レンタルＥカードは計算センターにて回収されます。 

・貸出コンパスは忘れずに受付に返却下さい。 
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６. 表彰 

・表彰はありません。関東パークＯツアーの一環として処理されます。 

・成績速報は体育館内に掲示し、成績データは大会終了後ラップセンターにアップします。 

 

その他 

１. プログラムの内容が変更・取消又は追加となる場合は、当日の公式掲示板に掲示します。参加者は当日の公

式掲示板を必ず見て下さい。 

２. 気象状況(豪雨等)により公共交通機関の運行中止、道路通行止め等の影響が出た場合は大会を中止するこ

とがあります。その場合は、当日の朝６時を目途に決定、トレイルＯ協会ＨＰに掲載します。基本的には気象上

の警報が発令されたら即中止、注意報以下はそのときの判断になります。 

＜NPO 法人トレイル・オリエンテーリング協会公式 Web サイト＞ 

http://www.trail-o.com 

３. トレイルＯ大会に関する問合せ(10/9)及び大会当日の緊急連絡は下記メール・携帯までお願いします。 

Ｅメール：iolc37@ezweb.ne.jp   

携帯電話：090-3098-7535 

         ＮＰＯ法人トレイル・オリエンテーリング協会 田中博 

４. 大会成績は後日埼玉県ＯＬ協会及びトレイルＯ協会ＨＰに掲載します。 

 

 

 

 

 


