
             平成 19 年度 (第 4 回)           (Ver.1) 

全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会 

兼 第 2 回 トレイル・オリエンテーリングのつどい in 東京 

要 項 
 

開催日：平成２０年５月１７日（土）～１８日（日）の２日間  雨天開催、荒天中止 

■主 催：社団法人 日本オリエンテーリング協会 

主 管：東京都オリエンテーリング協会 

後 援：東京都教育委員会（申請予定） 立川市教育委員会 昭島市教育委員会 青梅市教育委員会 

協 力：立正佼成会   日本トレイル・オリエンテーリング研究会   青梅レクリエーション研究会 

■競技責任者：高橋 厚 

大会コントローラ：藤島由宇 

コース設定者：1日目 E,A コース 杉本光正  B,N コース 荒井正敏 

         ２日目 E,A コース 児玉 拓  B,N コース 海老沢正 

■集合場所：１日目 国営昭和記念公園 西立川口ゲート前 

 受付時刻 9：20～12：00 （Ｂ,Ｎクラスは 13：00 まで） 

仮入園券（団体割引・２８０円）の販売を致しますので、事前申込者も必ず通過してください。 

        受付と会場は離れています。詳細はプログラムでお知らせします。 

       ２日目 青梅市今井市民センター  受付時刻 9：00～11：30 

■交 通：1日目 ＪＲ青梅線西立川駅下車 

           車の場合は公園の西立川口駐車場をご利用ください。 

      2 日目・ＪＲ青梅線河辺駅北口または西武池袋線入間市駅から西武バス、今井市民センター前下車すぐ 

           ＪＲ青梅線小作駅東口または同河辺駅北口から多摩バス、七日市場下車徒歩 5分 

またはＪＲ八高線金子駅から徒歩、約 30 分、テープ誘導なし 

          ・駐車場を用意します。希望数がオーバーの場合は抽選となり、駐車券を発行します。駐車券の 

ない方は駐車できません。付近に有料駐車場はありません。抽選に外れた場合は公共交通機関 

を利用してください。身障者の方には抽選なしで駐車場を準備します。 

交通についての詳細はプログラムでご案内します。 

■地 図：1日目 2日目とも 

 Ｅ，Ａコース 縮尺 1：5000   等高線間隔 2ｍ  透視可能度 3 段階 

    Ｂ，Ｎコース 縮尺 1：3000   等高線間隔 2ｍ  透視可能度 3 段階  

 JSOM 2007 準拠 

■スタート開始時刻：1日目 10:30  2 日目 10:00  

■テレイン情報： 

   1 日目 立川基地跡の一部に造成された都市公園である。平坦な土地に幅の広い道が整えられ、遊歩道も多く整備されて

いる。中心部には広大な原っぱが広がり、周辺に人造の池、小高い丘、森、湿地や清流が点在している。サイクリングコー

スや子供用の遊具がある広場もあり、変化に富んだ課題が設定できる。見通しは基本的によいが、場所によってはヤブや生

け垣等で視界が限られる所もある。平坦で舗装された道は車椅子の走行も容易であるが、一部未舗装の遊歩道も使用する。



車椅子対応のトイレも、園内に多数点在する。 

   ２日目 青梅市の北方に連なる丘陵の一角にあり、東西に伸びる大きな尾根の上がテレインとなる。人家、耕作地などは

ほとんどなく、広葉樹と針葉樹の森林が道の左右に広がっている。道は全面舗装で、傾斜はあるが車椅子の走行に困難を感

じることはない。美しい新緑の中の競技となるであろう。 

■身障者用の設備：1日目 公園の車椅子用トイレが利用できます。 

    2 日目 会場となる青梅市今井市民センターは車椅子用トイレ完備です。テレインには臨時のものを用意します。 

■クラス：Ｅクラス （選手権クラス、有資格者） 

       Ａクラス （上級者） 

       Ｂクラス （中級者） 

       Ｎクラス （初心者） 

  ＊それぞれに総合クラスとともにパラリンピック・クラスを設けます。 

  ＊パラリンピック・クラスとは：フットＯ競技において著しい不利益をこうむるような、なんらかの永続的な身体的障害（内

的障害を含む）を持つ競技者で構成するクラスです。したがって身障者は、すべての競技者（健常者および身障者）で構

成する総合クラスで成績が評価されるとともに、身障者のみによるパラリンピック・クラスにおいても成績が発表されま

す。 

  ＊Ｅ以外のクラスは当日参加申込を受付けます。 

■参加費：（単位円） 

 事前申込 当日申込 

2 日間 各 1日 各 1日 

Ｅクラス 
一般 6000 

大学生以下 4000 

一般 3000 

大学生以下 2000     
― 

Ａクラス 

一般 4000 

大学生 2400 

高校生以下 1000 

一般 2000 

大学生 1200 

高校生以下 500 

一般 2500 

大学生 1500 

高校生以下 700 

Ｂクラス 
一般 1400 

大学生以下 1000 

一般 700  

大学生以下 500   

一般 1000  

大学生以下 700 

Ｎクラス 600 300 300 

    大学生、高校生の区分は、平成 19 年度、平成 20 年度のどちらでも結構です。 

例：平成１９年度に大学生であれば、平成２０年度は社会人でも大学生の参加費が適用されます。 

また平成１９年度は社会人で、平成２０年度に大学生の方も大学生の参加費が適用されます。同様に 

平成１９年度に高校生であれば、平成２０年度は大学生または社会人でも高校生の参加費が適用されます。 

■成績/表彰など： 

  ・2 日間の得点およびタイム・コントロールの秒数を合計したものを総合成績とします。 

  ・Ｅ,Ａクラスについては 2 日間の総合成績により上位３位まで表彰します。ただし、Ａパラリンピック・クラスについて

は各日それぞれの成績についても上位３位まで表彰します。 

・ＢおよびＮクラスについては、各日それぞれおよび２日間の総合成績により参加記録証を差し上げます。   

・Ｅ総合クラスの優勝者を平成 19 年度トレイル・オリエンテーリング日本選手権者とします。 

  ・ Ｅパラリンピック・クラスの優勝者を平成 19 年度トレイル・オリエンテーリング日本パラリンピック 

選手権者とします。 

  ・Ｅ総合クラスの優勝者およびＥパラリンピック・クラスの優勝者は、2008 年世界トレイル・オリエテ 

ーリング選手権大会（７月、チェコで開催）の日本代表選手として選考されます。 

  ・Ｅ総合クラス上位 20 位以内およびＡ総合クラス上位 3位以内の者に、平成 20 年度全日本トレイルＯ選 

手権大会の選手権クラスへの出場資格が与えられます。 

 



■競技者登録： 

  ・Ｅ，Ａクラス参加には競技者登録を行っていることが必要です。 

・Ｅクラスは一時登録では出場できません。まだの方は至急所属の都道府県協会に正規の競技者登録を行ってください。 

・Ａクラスについては一時登録が可能です。Ａクラス申込者で競技者登録をされてない方は申込の際、一時登録料 1000 円

を加算してください。 

・Ａパラリンピック・クラスについては、正規の競技者登録を行っていない場合、1日のみの参加も事前申込であれば一時

登録料 500 円を申込時に加算することにより正規参加となります。 

・競技者登録は平成 19 年度、平成 20 年度のどちらも有効ですので、平成 20 年度での年間登録を推奨します。 

・正規参加以外は競技者登録は不要です。 

・Ｂ，Ｎクラスについては競技者登録は不要です。 

■クラス別 参加形態（正規/非正規）と競技者登録の要否 

クラス 
事前申込 

当日申込 
2 日間 1 日のみ 

 Ｅ 総合，ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ ◎ ●   － 

 Ａ 総合， 

ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ 

○（1000） 

○（1000） 

   △ 

○（500） 

△ 

△ 

 Ｂ 総合，ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ  □      □ □ 

 Ｎ 総合，ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ □      □ □ 

    ◎：要出場資格  要競技者登録（一時登録不可） 

    ●：要出場資格  要競技者登録（一時登録不可） 正規参加とはなりません。表彰対象外 

    ○：要競技者登録（一時登録可） （ ）内数字は一時登録料(円) 

    △：競技者登録不要 正規参加とはなりません。表彰対象外                      

    □：事前申込、当日申込とも正規参加 競技者登録不要 

■その他： 

・ＥクラスおよびＡクラスの事前申込者にはスタート時刻を指定します。Ｂ，Ｎクラスは当日指定します。 

・Ｅクラスには出場資格が必要です。各自の資格の有無についてはＪＯＡのホームページでご確認ください。 

・Ａクラスの当日申込みはオープン参加となり、表彰対象およびＥ権取得対象になりません。 

・プログラムは５月上旬に東京都オリエンテーリング協会ホームページで公表する予定です。 

（http://www.orienteering.com/~tokyo/） 

   ・紙版プログラムの郵送を希望される方は 500 円を振込金額に加えてください。プログラムは併設スプリントと共通です。 

   ・モデルコースは設けません。 

   ・コンパスの貸し出しをいたします。受付または本部でお申し出ください。破損、紛失の場合は実費（2000 円）をいただ

きます。 

   ・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。 

■服装について：特に制約はありません。通常の服装で結構です。 

■交流会：トレイルＯ競技者・愛好者のみなさまが全国からお集まりになるせっかくの機会ですので、交流の場を設けること

にいたしました。ぜひご参加いただき、親睦を深めていただくとともに情報交換にもご活用いただきたいと思います。 

     場所 立川駅周辺 

     日時 ５月 17 日（土） 18 時より 

     会費 4000 円 （身障者の介助者は無料） 

参加申込に合わせて申込みおよび振込みをお願いします。当日の参加申込は定員に余裕がある場合以外には受付できま

せんので極力事前にお申込みください。 

 

 



■申込方法： 

【参加費の支払い】まず郵便局で払込取扱票（青色、払込料金は払込者負担）により、参加費、一時登録料、交流会費、紙版

プログラム郵送料の合計金額を下記口座に払い込んでください。 

・通信欄に、参加者氏名と参加クラスを記入してください。 

        郵便振替口座番号 00130-0-317492 

      加入者名 東京都オリエンテーリング協会 

・併設スプリント大会に参加する場合はその参加費も合わせて送金することができます。 

【参加申込】郵便局で払い込んだ後、下記アドレス宛Ｅメール、または下記住所宛郵便で次の（１）～（18）のすべての項目

について連絡してください。 

     （１）氏名・ふりがな （２）性別 （３）生年月日（年は西暦） （４）年齢（2008.3.31 現在） 

（５）所属クラブ （６）郵便番号・住所 （７）電話番号 （８）メールアドレス 

（９）参加クラス （10）参加日 2 日間 1 日目のみ 2 日目のみ （11）競技者登録番号 

（12）一時登録の有無 （13）2 日目駐車券の希望の有無 （14）オリエンテーリングおよびトレイルＯの経験の有無 

（15）交流会参加の有無 （16）紙版プログラムの要否 （17）振込合計金額  

（18）障害の有無  

障害のある方は以下の（19）～（23）についても連絡してください。 

（19）車椅子利用の有無 （20）障害の区分 （21）移動補助具使用の有無  （22）エスコートの要否 

（23）大会運営者に特に知っておいてほしいことがあれば記入してください。  

申込先 ・Ｅ-メールアドレス atsushi-t■mti.biglobe.ne.jp  ■＝@ 

          ・郵送先 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 2-40-7 高橋 厚 

締め切り日：４月１６日（水） メール必着  郵便消印有効 

【会場受付】主な大会で会場受付を致します。 

 

■大会中止の場合の広報：東京都オリエンテーリング協会のホームページ 

（http://www.orienteering.com/~tokyo/）に掲載します。 

   または 080-6552-5521（東京都オリエンテーリング協会）へお問合せください。 

■スポーツ傷害保険：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。 

■問合先：・東京都オリエンテーリング協会 080-6552-5521 

・杉本光正 042-381-8147 GHB01420■nifty.com ■＝@  なるべくＥメールでお願いします。 

 

★大会 1 日目（5 月 17 日）に同じ場所で「東京スプリントＯ大会 in 昭和記念公園」（公認カテゴリＳ）が 

開催されます。この大会の要項は別途公表されますのでそちらをご覧ください。 

 

   *********************************************************************************** 

歴代トレイル・オリエンテーリング日本選手権者 

                    日本選手権      パラリンピック日本選手権 

平成 16 年度（第１回大会/埼玉県） 杉本光正（ＥＳ関東Ｃ）    木島英登（大阪府） 

     平成 17 年度（第２回大会/滋賀県） 田中淳一（埼玉県）      木島英登（大阪府） 

平成 18 年度（第３回大会/長崎県） 大久保裕介（ＥＳ関東Ｃ）   木島英登（大阪府） 

  平成 19 年度（第４回大会/東京都）   ？              ？ 

 

   *********************************************************************************** 


