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JOA 公認 トレイル・オリエンテーリング 城北中央公園大会 プログラム 

2017 年 4 月 13 日発行 

1. 大会情報 

大会名 トレイル・オリエンテーリング 城北中央公園大会 

開催日 2017 年 4 月 22 日（土） 

会場 上板橋体育館 第 2 会議室（東京都板橋区桜川 1 丁目３-１） 

共催 
東京大学オリエンテーリングクラブ 

杏友会（東京大学オリエンテーリングクラブ卒業生組織） 

実行委員長・運営責任者 岩田 健太郎 

競技責任者 小橋 昌明 

コース設定者 榎 智弘 

コース設定補佐 桑原 大樹 

大会コントローラ 大久保 裕介（東京都オリエンテーリング協会） 

運営役員 燧 暁彦、堀田 遼、大西 正倫 

後援 東京都オリエンテーリング協会 

協力 NPO 法人トレイル・オリエンテーリング協会 

大会ウェブサイト http://olk.jp/wp/?p=709 

本大会は 2017 年度世界トレイル・オリエンテーリング選手権大会の日本代表選手選考の対象大会です。 

 

2. タイムテーブル 

9:30 開場、受付開始 

10:30 受付終了、スタート開始 

11:45 スタート閉鎖 

14:00 フィニッシュ閉鎖 

14:30（目安） 表彰式 

16:00 閉場 

 

3. 会場へのアクセス 

運営上の都合により、来場時刻及びルートを制限します。次ページの地図に沿ったルートで、

10:30 までにご来場願います。 

【電車】  東武東上線 上板橋駅より徒歩 10 分 

東京メトロ有楽町線・副都心線 氷川台駅より徒歩 30 分 

【自家用車】 地図に示したような国道 254 号線沿いにある有料駐車場に駐車したあ

と、上板橋駅からのルートに合流し会場までお越しください。城北中

http://olk.jp/wp/?p=709
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央公園内の駐車場は使用しないでください。 
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4. 競技情報 

適用規則 日本トレイル・オリエンテーリング競技規則（平成 24 年 6 月 17 日）に準拠 

競技形態 個人・ポイント競技 

使用地図 「城北中央公園」 

東京大学オリエンテーリングクラブ 2012 年作成、2017 年修正 

  JSSOM2007 準拠 縮尺 1:4000 等高線間隔 2m 透視可能度 4 段階表示 

  コントロール位置説明は JSCD2008 に準拠し、IOF 記号を使用します。 

特殊記号 地図で以下の特殊記号を使用します。 

JSSOM2007 にお

ける記号番号 
地図上の記号 本大会での定義 

314 ×（青色） 水飲み場 

420 ×（緑色） 切株 

539 ○（黒色） 街灯、時計 

540 ×（黒色） 看板 

  コントロール位置説明で以下の特殊記号を使用します。 

JSCD2008 におけ

る記号番号 

コントロール位置説明

上の記号 
本大会での定義 

6.1 ×（黒色） 看板 

テレインプロフィール 

運動場や見通しの良い広場からなる都市近郊型公園です。一部に急な坂がある

ため、車椅子利用者は当該箇所においてエスコートが必要です。 

トレーニングテレインは用意しません。 

クラス情報 

クラス コース距離 登距離 コントロール数 制限時間 

A 
2.0 km 10 m 

17+ 

タイムコントロール 1 箇所 2 課題 

115 分 

PA 135 分 

B  1.5 km 10 m 10 80 分 

PA はパラリンピッククラスで、A クラスと PA クラスは同一コースです。 

A クラスには「正解なしコントロール」がある可能性があります。B クラスに「正解なしコン

トロール」はありません。 

各クラスとも給水コントロールはありません。給水は立入可能区域内の水飲み場で可能です。 

A クラスの成績上位 10 名には、第 13 回全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会の

選手権クラスへの出場権が与えられます。 
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5. 会場・受付 

会場は、上板橋体育館の 2 階にある第 2 会議室です。２階のトレーニングエリアの横を通る際は静

かにお願いします。 

受付でビニールに入ったコントロールカードとナンバーカード、ピンパンチ、必要な方はゴム紐を

受け取ってください。ナンバーカードは胸部か脚部の目立つ所につけてください。安全ピンは各自で

ご準備ください。 

会場に公式掲示板を設置します。必ずご確認ください。 

2016 年 9 月に修正調査された旧図「城北中央公園」（2016 年 10 月 30 日開催「第 28 回都民スポ

レクふれあい大会オリエンテーリング大会」で使用）を 10:30 まで公式掲示板で掲示します。 

更衣所は特に設けません。必要な方は体育館内のトイレをご利用ください。 

トイレは体育館 1 階のものを利用できます。 

会場内および体育館内は飲食禁止です。アリーナ付近に飲食スペースがありますが、立入禁止とし

ます。飲食は、体育館西側出口からスタートまでの誘導区間の屋外でお願いします。 

ご来場後は、スタート地区に向かう場合と飲食を行う場合を除いて体育館から出ないでください。 

 

6. 競技の全体説明 

スタート地区への誘導は、体育館西側出口から始まり、青色テープ誘導 0.1km 徒歩 3 分です。 

スタート地区ではスタート 3 分前から呼び出しを行います。役員の指示に従ってお並びください。 

スタート時刻になったら地図を受け取り、競技を開始してください。地図ビニールが必要な方は、

コントロールカードなどが入っていたビニールをご使用ください。 

スタート時刻に遅刻した競技者は、役員の指示に従い同じクラスの他の競技者と 1 分の間隔を開け

てスタートできます。所要時間の計測は正規のスタート時刻から開始されます。ただし、運営者の過

失による遅刻は、新たにスタート時刻を与え、その時刻から所要時間計測を開始します。 

競技中に携行できるものは、主催者から受け取る地図・コントロールカード・ピンパンチ・コンパ

ス・地図を張り付けるボード・拡大鏡・時計・飲食物・雨具です。通信機器の携行は禁止します。 

競技中は、舗装された道と舗装区域、及び誘導区間で示された区域のみ立ち入ることができます。

階段や舗装されていない区域、及び地図上で示された立入禁止区域に立ち入った場合は失格となりま

す。なお、現地で表示しているのは立入禁止区域の一部のみですので注意してください。 

各コントロールにはディシジョンポイントが設けられています。フラッグは、ディシジョンポイン

トにおいて向かって左から A、B、C、D、E と指定されます。ただし、A クラスター（7 節を参照）の

場合を除きます。 

ディシジョンポイントから見えるフラッグの数は、コントロール位置説明の B 欄に合わせて常識の

範囲内で判断してください。 
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コントロールカードへのパンチは、受付で配布した各自のピンパンチで行ってください。 

競技エリア内で車道を横断する箇所があります。周囲を十分確認してから横断してください。 

競技中に利用できるトイレは地図上に明記してあります（身体障害者用を一箇所含む）。トイレは競

技中に随時利用できます。 

救護所はフィニッシュ地点に設けます。 

フィニッシュ後、役員にコントロールカードを提出し、指示に従ってください。 

スタート閉鎖時刻を過ぎた後、正解表を受付にて配布し、成績速報を随時行います。 

 

7. A クラスター（A/PA クラスのみ） 

A/PA 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。 

ディシジョンポイントからは複数のフラッグが確認できるものの、コントロール位置説明の B 欄に

は「A」と記載されているコントロールが A クラスター形式のコントロールとなります。 

A クラスター形式のコントロールでは、フラッグが左から何番目にあるかに関わらず、コントロー

ル位置説明に正確に対応した円の中心位置にあると判断した場合は A、そうでないと判断した場合は Z

と回答してください。 

 

8. タイムコントロール（A/PA クラスのみ） 

A/PA クラスには、タイムコントロールが 1 箇所 2 課題あります。 

本大会では「タイムコントロール新方式の前倒し実施について」（2014 年８月 31 日 JOA トレイル

O 委員会）に基づいて実施します。 

地図セットと回答方法がそれぞれ 2 種類あるので、いずれかを選んでください。 

【地図セット】 表紙と 2 つの課題地図の計 3 枚が綴じられているもの、またはそれらが綴じ

られていないもの。 

【回答方法】 口頭、または指差し。口頭の場合はフォネティックコード（A:アルファ、B:

ブラボー、C:チャーリー、D:デルタ、E:エコー、F:フォックストロット）を

使用してください。両方で回答した場合は選択した回答方法が優先します。 

地図を受け取り、フラッグの確認を行ったあと、役員の「タイム・スタート・ナウ」の合図で計時

を開始しますので、表紙をめくって課題を解いてください。2 つ目の課題を回答したときに計時を終了

します。 

地図は正置された状態で手渡されます。 

回答している課題の地図以外を見てはいけません。回答前に次の地図を見たり、前問の地図を見返

したりした場合は、その課題における回答は不正解として扱われます。 

制限時間は 60 秒で、50 秒経過時に警告します。制限時間内に回答がなかった課題は不正解として

扱われます。 
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9. 調査依頼・提訴、裁定委員 

競技に関する問題についての調査依頼は、当該クラスの競技者全員の成績速報が掲示されてから 15

分以内に、氏名・所属クラブと調査依頼内容を紙に記載し、受付に提出してください。 

調査依頼に対する回答が不服の場合、提訴することができます。回答が通知されてから 30 分以内に、

氏名・所属クラブと提訴内容を紙に記載し、受付に提出してください。 

裁定委員は次の 3 名です。 

・ 荒井 正敏（多摩 OL） 

・ 中尾 吉男（杏友会） 

・ 藤生 考志（東京ＯＬクラブ） 

 

10. 表彰式 

成績が確定次第、表彰式を行います。 

各クラスの上位 3 名を表彰します。 

 

11. その他 

・ 当日申し込みはございません。 

・ ゴミは必ずお持ち帰りください。 

・ コンパスの貸し出しは行いません。 

・ 多数の一般来園者が予想されます。活動の妨げにならないように十分ご注意ください。 

・ 本大会では傷害保険が適用されますが、補償内容が十分ではありませんので、参加者ご自身で対

応いただくことを推奨します。また、万が一に備え、保険証またはそのコピーをご持参いただく

ことをお勧めします。 

・ 参加者が自分自身、あるいは第三者に与えた損害に対して、主催者・運営者はその責任を負いま

せん。 

・ 荒天や災害などのやむを得ない事態により、大会を中止することがあります。中止の場合は当日

の朝 6:00 までに大会ウェブサイトに中止の旨を掲載し、オリエンティアメーリングリスト及び

トレイルＯ協会メーリングリストで告知いたします。中止の場合でも参加費の返金はいたしませ

んので、あらかじめご了承ください。 

  

12. お問い合わせ先 

岩田 健太郎（いわた けんたろう） 

E メールアドレス knt.goala@gmail.com（大会前日まで） 

電話番号 （個人情報のため、4 月 22 日削除）（大会当日） 

mailto:knt.goala@gmail.com
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スタートリスト

Aクラス Bクラス

No. スタート時刻 氏名 所属クラブ No. スタート時刻 氏名 所属クラブ

1 10:30 宮本 樹 京葉OLクラブ 51 10:31 伊東 博司 広島OLC

2 10:32 児玉 拓 多摩ＯＬ 52 10:33 福島 義治 80ＪＣ

3 10:34 高橋 洋一 Club阿闍梨 53 10:35 高野 圭司 つばめ会

4 10:36 渡辺 鷹志 KOLC 54 10:37 伊東 陽子 広島OLC

5 10:38 高栁 宣幸 港南OLC P

6 10:40 笠原 健司 ソニーＯＬＣ

7 10:42 高橋 義人 多摩OL P

8 10:44 関野 賢二 YTC78

9 10:46 小泉 辰喜 東京ＯＬクラブ

10 10:48 小林 重信 ときわ走林会

11 10:50 山口 尚宏 OLCルーパー

12 10:52 松橋 徳敏 つるまいＯＬＣ

13 10:54 橋本 知明 杏友会

14 10:56 山口 征矢 川口OLC

15 10:58 荒井 正敏 多摩OL

16 11:00 小橋 至 浜松OLC

17 11:02 杉本 光正 ES関東クラブ

18 11:04 田中 翔大 東大OLK

19 11:06 鈴木 規弘 多摩OL

20 11:08 中山 勝 春日部OLC

21 11:10 小山 太朗 サン・スーシ

22 11:12 鈴木 萌 多摩OL

23 11:14 光瀬 美樹 Club 阿闍梨

24 11:16 田中 博 入間市ＯＬＣ

25 11:18 山口 拓也 浜松OLC

26 11:20 岡本 洸彰 OLC東海

27 11:22 竹内 元哉 東大OLK 

28 11:24 高津 寿三鈴 Club阿闍梨

29 11:26 木村 治雄 入間市ＯＬＣ

30 11:28 藤生 考志 東京ＯＬクラブ

31 11:30 山口 雅裕 杏友会

32 11:32 佐藤 清一 入間市OLC

33 11:34 中尾 吉男 杏友会

34 11:36 茅野 耕治 ワンダラーズ

35 11:38 平山 遼太 東大OLK

36 11:40 大木 孝 みちの会

37 11:42 島津 すお美 杏友会


