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大会名 第 14 回全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会 

大会開催日 2019 年 4 月 27 日（土）-28 日（日） 

会場 国営アルプスあづみの公園穂高・堀金地区 管理センター 

（〒399-8211 長野県安曇野市堀金烏川 33−4） 

種目 トレイル・オリエンテーリング 

主催 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 

共催 都市緑化信州フェア実行委員会 

主管 長野県オリエンテーリング協会 

競技主管 第 14 回全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会実行委員会 

協力 NPO 法人 トレイル・オリエンテーリング協会 

その他 本大会はトレイル・オリエンテーリングのワールドランキングイベントです。（申請中） 

ホームページ http://orienteering.com/jtoc2018/ 

問合先 木村佳司 / kimurakeishi11@gmail.com / 090-3333-0893 

 

大会スケジュール 

日程 2019 年 4 月 27 日（土） 

種目 トレイル・オリエンテーリング TempO 種目 

主会場 国営アルプスあづみの公園穂高・堀金地区 管理センター（長野県安曇野市） 

競技会場 烏川渓谷緑地 水辺エリア 

スケジュール 10:00 受付開始 / 13:00 スタート 

競技会場への移動 専用車両による移動（移動時間 5 分） 

主会場への移動 専用車両による移動（障がい者） / 徒歩による移動（それ以外の者） 

表彰式 TempO 種目の表彰式は 2019 年 4 月 28 日（日）に行う。 

 

日程 2019 年 4 月 28 日（日） 

種目 トレイル・オリエンテーリング Pre-O 種目 

主会場 国営アルプスあづみの公園穂高・堀金地区 管理センター（長野県安曇野市） 

競技会場 烏川渓谷緑地 水辺エリア 

スケジュール 8:00 受付開始 / 10:00 スタート 

競技会場への移動 専用車両による移動（移動時間 5 分） 

主会場への移動 専用車両による移動（障がい者） / 徒歩による移動（それ以外の者） 

表彰式 競技終了後、TempO 種目と Pre-O 種目の表彰式を行う。 

 

http://orienteering.com/jtoc2018/
mailto:kimurakeishi11@gmail.com


競技の詳細 

スケジュール 2019 年 4 月 27 日（土） トレイル・オリエンテーリング TempO 種目 

2019 年 4 月 28 日（日） トレイル・オリエンテーリング Pre-O 種目 

主会場 国営アルプスあづみの公園穂高・堀金地区 管理センター 

駐車場あり（無料）、バリアフリートイレあり 

競技会場 烏川渓谷緑地 水辺エリア 

主会場からの移動は、専用バスで 5 分 

競技会場のスタート地点、フィニッシュ地点に駐車場とバリアフリートイレあり 

TempO 参加クラス Paralympic-A （障がい者一般クラス、経験者） 

参加資格：移動障がい者かつ JOA の競技者登録を行った者 

Paralympic-B （障がい者一般クラス、中級者） 

参加資格：移動障がい者 

Open-A（一般クラス、経験者） 

参加資格：JOA の競技者登録を行った者 

Open-B（一般クラス、中級者） 

参加資格：制限なし 

Pre-O 参加クラス Paralympic-E （障がい者選手権クラス) 

参加資格：移動障がい者かつ JOA の競技者登録を行った者 

Paralympic-A （障がい者一般クラス、経験者） 

参加資格：移動障がい者かつ JOA の競技者登録を行った者 

Paralympic-B （障がい者一般クラス、中級者） 

参加資格：移動障がい者 

Open-E（選手権クラス） 

参加資格：有資格者かつ JOA の競技者登録を行った者 

Open-A（一般クラス、経験者） 

参加資格：JOA の競技者登録を行った者 

Open-B（一般クラス、中級者） 

参加資格：制限なし 

競技地図情報 縮尺 1:4,000、等高線間隔 2m、透視可能度 3 段階 

テレイン状況 本大会で行われる 2 種目とも、競技エリアは烏川渓谷緑地 水辺エリアで行います。 

烏川渓谷緑地は、北アルプス常念岳・蝶ヶ岳を源とする烏川の渓谷沿いに生育する

動植物などの多様な自然環境の保全と活用を目的として整備された、長野県営の都

市公園です。テレイン内には烏川が流れており、雪解け時期は豊富な水量がありま

す。烏川渓谷緑地はバリアフリー公園として整備されており、身障者用駐車場、多目

的トイレがあり、車いすにもやさしい園路を目指して整備しています。 

留意事項 主会場と競技会場が離れています。 

主会場から競技会場までは全員を専用車両にて輸送します。自力による移動、マイカ

ー移動は禁止します。 

それぞれの競技のフィニッシュ地点から、障がい者のかたは専用車両を用意して移動

していただきます。それ以外のかたは徒歩にて主会場に移動していただきます。 

トレーニングに関する情 トレーニングコースは設けません。 



報 主会場前に、初心者説明用の競技サンプル機材を設置する予定です。 

立入禁止地区 

（図の緑で示した範囲） 

本大会に参加する者は、本大会への参加前に烏川渓谷緑地 水辺エリアへの立入を

禁止します。烏川渓谷緑地 水辺エリアに隣接する県道 495 号線は徒歩での通行は

禁止します。車両での通行は禁止しません。温泉施設「ほりでーゆー」へは車両にて

アクセスしてください。 

 

その他 コンパスの貸し出しはありません。 

 

主会場アクセス 

場所：長野県安曇野市堀金烏川 33−4 

https://www.google.co.jp/maps/@36.313863,137.8428556,16z 

 

車によるアクセス 長野自動車道安曇野 I.C.より約 20 分 

 

 

電車によるアクセス 

JR大糸線「豊科駅」より、大会専用シャトルバスにて 20分。大会専用シャトルバスはエントリ時に予約をお願いし

ます。エントリ時に豊科駅への到着時刻をお知らせください。 



参加費 

トレイル・オリエンテーリング TempO 種目 参加費（入園料含む） 

TempO 参加資格 1 参加資格 2  参加費 

Paralympic-A クラス 登録競技者 - - \3,000 

Open-A クラス 登録競技者 - - \3,000 

Paralympic-A クラス 登録競技者 - 学生 \1,000 

Open-A クラス 登録競技者 - 学生 \1,000 

Paralympic-B クラス - - - \2,000 

Open-B クラス - - - \2,000 

Paralympic-B クラス - - 学生 \1,000 

Open-B クラス - - 学生 \1,000 

応援者 - - - \290 

応援者 - - 中学生以下 無料 

 

トレイル・オリエンテーリング Pre-O 種目 参加費（入園料含む） 

Pre-O 参加資格 参加資格  参加費 

Paralympic-E クラス 登録競技者 E参加資格者 - \4,000 

Open-E クラス 登録競技者 E参加資格者 - \4,000 

Paralympic-E クラス 登録競技者 E参加資格者 学生 \1,000 

Open-E クラス 登録競技者 E参加資格者 学生 \1,000 

Paralympic-A クラス 登録競技者 - - \3,000 

Open-A クラス 登録競技者 - - \3,000 

Paralympic-A クラス 登録競技者 - 学生 \1,000 

Open-A クラス 登録競技者 - 学生 \1,000 

Paralympic-B クラス - - - \2,000 

Open-B クラス - - - \2,000 

Paralympic-B クラス - - 学生 \1,000 

Open-B クラス - - 学生 \1,000 

応援者 - - - \290 

応援者 - - 中学生以下 無料 

 

主会場の国営アルプスあずみの公園は有料施設です。開園時刻 9:30-17:00 

参加費には国営アルプスあづみの公園の入園料が含まれています。 

参加者には大会受付時刻に公園に入場できる特別券を事前に発行します。 

事前にエントリいただいた応援者は参加者と同様な会場入場が可能です。 

事前にエントリいただいていない応援者は、一般来園者と同じ入園時刻（9:30-17:00）となります。 

 

本会場は公共交通機関でのアクセスが不便な場所です。 

大会エントリ時に最寄りとなる JR大糸線豊科駅からの大会専用シャトルバス（無料）の申込ができます。 

大会専用シャトルバスの対象者は、エントリした大会参加者と応援者です。 



エントリ 

申込方法 JOY （Japan Orienteering Entry） にて申し込んでください。 

申込締切日 2019 年 3 月 31 日 

その他 本大会では当日申込はありません。 

 

 

第 14 回全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会実行委員会 

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） 

大会名誉副会長 美谷島 孝（長野県オリエンテーリング協会会長） 

実行委員長 木村 佳司（長野県オリエンテーリング協会 理事長） 

競技責任者 茅野 耕治（日本オリエンテーリング協会 トレイル O 委員会） 

運営責任者 松島 義一（株式会社未来図） 

コースプランナー 茅野 耕治 （日本オリエンテーリング協会 トレイル O 委員会） 

イベントアドバイザ 小山 太朗 （日本オリエンテーリング協会 トレイル O 委員会） 

 

 


