JOA 公認

トレイル O IN SHIZUOKA 2018 大会
プログラム

【主催】

静岡県オリエンテーリング協会

【主管】

浜松オリエンテーリングクラブ

【協力】

エコパハウス、静岡オリエンテーリングクラブ

【開催日時】2019 年 2 月 3 日（日） ［雨天決行、荒天中止］
【開催場所】静岡県袋井市
【会場】

小笠山総合運動公園

エコパ

エコパスタジアム 1 階 研修室１

【大会役員】運営責任者：小林

孝一

競技責任者：内藤

愉孝

コース設定責任者：山口 拓也
大会コントローラ：小泉 辰喜（神奈川県協会）

当日の進行スケジュール
０９：３０ 受付開始
１０：００ 受付終了 （この時刻までに全員会場へ到着するようにして下さい）
１０：３０ 競技開始
１４：３０ 表彰式（時刻は予定）

１ 参加者注意事項
（１）大会前日まで、本大会参加者は小笠山総合運動公園へは立ち入らないで下さい。
（２）大会当日は、小笠山総合運動公園に掛川ゲートから入らないで下さい。
また、第４駐車場以外は駐車禁止とします。
（３）10:00 までに会場に到着するようにして下さい。
（時間が間に合わないなどの事情がありましたら、事前にご相談下さい。
）
その後スタートまで、小笠山総合運動公園から出ないで下さい（第４駐車場への
移動は可能です）
。また、エコパスタジアムより東側にも行かないで下さい。
エコパスタジアム内は１階のみ立ち入り可能です。
（４）すでにスタートした競技者が、競技前参加者の付近を通過する可能性があります。
競技前参加者が誘導案内図を見るなど、スタート後競技者からの情報入手は禁止
です。
※上記に違反した者は失格とすることがあります。
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２ 会場・交通案内

© OpenStreetMap contributors

openstreetmap.org

（1）自家用車でお越しの方 （袋井ゲートからのみ入場可）
東名掛川Ｉ.Ｃ.から約 ８分。
東名袋井Ｉ.Ｃ.から約１４分。
エコパ第４駐車場（青点線囲み）に駐車して徒歩ルートに合流して下さい。
（２）公共交通機関でお越しの方 （歩行者ゲートから）
ＪＲ愛野駅から徒歩約１５分（黄点線に沿ってお越し下さい）
上図の黄点線の先はスタジアム正面のチケットうりばになります。会場は研修室１です。
次の図の黄点線に沿ってチケットうりばの脇を抜け、研修室１へ向かって下さい。
研修室１以外の部屋には立ち入らないで下さい。エコパスタジアム内は１階のみ立ち入

り可能です。
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更衣室はご用意できませんが、会場に荷物を置いておくことが可能です。
利用可能なトイレは公式掲示板にて示します(身障者用もあります)。
参考

会場付近にコンビニなどの昼食を購入できる店や食堂などが少ないため、事前に
準備されることをおすすめします。(コース途上に飲物の自販機はあります。)
身障者用を含むトイレはコース途上でも利用できます。

３

競技全般

（１）競技形態：トレイルオリエンテーリング、個人・単一レース・ポイント競技（テンポ）
（２）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）
に準拠
（３）実施クラス、距離、課題数、など
クラス
Ａ/OA

コース距離 登距離 課題数・制限時間
6ｋm

30m

各ステーション５問×６ステーション
ステーションごとに回答制限時間１５０秒

＊ Ａ （上級者クラス）
：JOA 競技者登録が必要なクラス、表彰対象、当日申込不可
＊ ＯＡ（上級者クラス）
：JOA 競技者登録は不要、表彰対象外、当日申込可
ステーションの配置上コース距離が非常に長くなっています。また、競技進行の都合上
コース途上で 1 時間程度待機していただく場合があります（トイレへの移動は可能です）
。
必要な方は給水、補給食を携行してスタートして下さい（コース途上の自販機の使用は
可能です）
。寒い時期の競技でもあります。十分な防寒対策をなさって下さい。
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（４）地図
2018 年～2019 年 浜松 OLC 山口拓也 調査・作図
縮尺 1：4000、等高線間隔 2m、透視可能度 3 段階、ＪＳＳＯＭ2007 準拠
位置説明 ＪＳＣＤ２００８に準拠
課題ごとにＡ５横、耐水加工済み
ステーションごとに競技者にてセパレート（ルーズ）かバインデッドかを選択
セパレート（ルーズ）
：
表紙と課題ごとの地図が分かれて耐水加工され、順に重ねられているもの
バインデッド：
ルーズの状態の上部２箇所に穴を開け、それぞれにリングを通したもの
テクニカルモデルにて地図サンプルを体験できます。「
（７）テクニカルモデル」参照。
＊ 競技エリアを含む旧図
ECOPA（2015 年 浜松 OLC 作成）
、縮尺 1：7500、等高線間隔 2m
ECOPA（2018 年 浜松 OLC 作成）
、縮尺 1：4０00、等高線間隔 2ｍ
大会当日１０：２0 まで公式掲示板に掲示します。
（５）テレイン情報
2002FIFA ワールドカップで使用され、ラグビーのワールドカップの競技会場として使
用されるエコパスタジアムを中心として、サッカーや陸上競技もできる補助競技場、ビ
オトープや芝生の広場などが整備された、公園テレインです。
通行路の一部は車椅子での通行に困難な部分があります。当該箇所では係員が補助しま
すので、車椅子競技者は受付へ申告をお願いします。
（６）公式掲示板
会場内受付近くに設置します。競技前に必ずご確認下さい。
（７）テクニカルモデル
トレーニング用コースは特に設けませんが、地図様式を確認するためのテクニカルモデ
ルを設置します。体験する方は、各自のスタート時刻前に体験して下さい。
（ア）DP は、会場（研修室１）からスタジアム１F のチケットうりば（「２．会場・交
通案内」の図参照）を出て 100m ほど前方にあります。
（イ）役員はおりません。計時が必要な場合は自己計時でお願いします。
（ウ）地図・フラッグ位置の精度、課題の傾向・難易度は実際のコースとは異なる場合
があります。
（エ）スタート後は立ち寄らないで下さい。スタート後はすみやかにステーション１へ
向かって下さい。スムースな競技運営にご協力をお願いします。
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（８）その他
ナンバーカードは使用しません。
テレイン内に救護所は設けません。救護が必要な場合はステーションにいる役員に伝え
て下さい。会場（受付）には救急用品を用意します。
給水コントロールは設けません。コース途上の自販機の使用は可能です。

４

大会の流れ

（１）受付（会場内） 9:３0～10:00 (時間内に必ず受け付けをお済ませ下さい)
（ア）事前申込者
①

コントロールカードを受け取って下さい。

②

更衣などを済ませ、準備ができたらスタート場所へ向かって下さい。
スタート場所は受付近くです。

（イ）当日申込者
①

申込用紙に記入し、参加費を支払った後、コントロールカードを受け取り、ス
タート時刻の指定を受けて下さい。

②

当日参加クラス：ＯＡ

のみ

③

当日参加費 ￥3５00（一般）
￥2５00（学生（大学院生含む）
）
￥1５00（高校生以下）

（ウ）希望者には、コンパスの貸出を行います。
（紛失・破損の場合は、3000 円の実費弁償となります。）
（エ）初心者向け説明会はありません。競技方法に不安のある方はスタート前にテクニ
カルモデル（「３．（７）テクニカルモデル」参照）や他の参加者に聞くなどの対
応をお願いします（競技経験豊富な参加者はご協力をお願いします）
。スタート後
は役員や他の競技者に質問することはできません。運営役員が少ないためご理解
とご協力をお願いします。
（２）スタート

10:30～

（ア）スタートは会場内受付脇です。
電波時計を設置してありますので、各自のスタート時刻の１分前にお越し下さい。
（イ）各自のスタート時刻になりましたら、誘導案内図と、必要な方はビニール袋を受
け取り、誘導案内図に従って第一ステーション待機所へ向かって下さい。
（ウ）携帯電話の、コース内への持ち込みは禁止します。持ち込みが必要な事情がある
場合は、受付へ申告して下さい（できるだけ事前に問い合わせ先までご相談下さ
い）
。事前の申告なく持ち込みが判明した場合は失格とすることがあります。
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（エ）ステーションの配置上コース距離が非常に長くなっています。また、競技進行の
都合上コース途上で 1 時間程度待機していただく場合があります（トイレへの移
動は可能です）
。必要な方は給水、補給食を携行してスタートして下さい（コース
途上の自販機の使用は可能です）
。
寒い時期の競技でもあります。十分な防寒対策もなさって下さい。
（３）ステーション間の移動
（ア）誘導案内図に示された待機所まで進んで下さい。
（イ）誘導案内図に示されたルート、立ち入り可能が示された場所（トイレなど）以外
は立ち入り禁止です。立ち入りが判明した場合は失格とすることがあります。
（ウ）係員からの指示があるまで待機所で待機して下さい。
（エ）自身が競技を終えたステーションのそばをあとから再度通過することがあります。
他の競技者の妨げにならないよう静粛にすみやかに通過して下さい。
（４）待機所にて
（ア）係員の指示があるまでその場で待機して下さい。
（イ）待機所では静粛にお願いします。
ただし、待機が長時間になる場合に限り、競技に関する情報交換以外の会話はさ
またげません。競技者のストレス軽減のための措置です。その場合でも、大声で
の会話はお控え下さい。競技中の参加者の競技の妨げになる恐れや、周りの迷惑
になる恐れがありますので、ご協力をお願いします。
（ウ）係員から指示があったらデシジョンポイントへ向かって下さい。
待機所からデシジョンポイントまでは原則として下を向いて進んで下さい。誘導
案内図や係員から指示がある場合はそちらに従って下さい。
（５）デシジョンポイントにて
（ア）デシジョンポイントに着いたら係員にコントロールカードを渡して椅子に座って
下さい。
（イ）使用地図（ルーズ or バインデッド）
、回答方法（ポイント or スピーク）を係員が
尋ねますので伝えて下さい。
（ウ）地図が渡されます。右端の数字が順に並んでいることを確認して下さい。
まだ表紙をめくってはいけません。
（エ）係員がフラッグの個数と位置を示します。
（オ）係員の「タイム・スタート・ナウ」のかけ声と同時に競技開始（計時開始）です。
自分で表紙をめくって競技を開始して下さい。
（カ）制限時間はステーションごとに１５０秒です。
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（キ）１課題ずつ順に回答して下さい。１課題終わるごとに自分で地図をめくり順に回
答していきます。
（ク）今解いている課題以外の地図（前の課題の地図や、先の課題の地図）の参照は禁
止です。他の課題地図を参照した場合、そのときに解いている課題は誤答扱いに
なります。
（ケ）制限時間の２０秒前になると係員が「残り２０秒です」と伝えます。
（コ）制限時間内に回答できなかった課題は誤答扱いになります。
（サ）ステーションごとに競技開始から最終課題を回答し終わるまでか計時されます。
その所要時間（制限時間内に全課題の回答が終わらなかった場合は１５０秒）と、
誤答１課題につき３０秒を加算した秒数が、そのステーションのその競技者の秒
数となります。
（最終成績は、６ステーションの合計秒数の少ない者ほど上位です。
）
（シ）ステーションでの競技が終わったら係員からコントロールカードを受け取り、誘
導案内図に従って次のステーション（最終ステーションではフィニッシュ）へ向
かって下さい。
（６）フィニッシュ・正解表配布
（ア）フィニッシュは会場です。
フィニッシュしたらコントロールカードを提出して下さい。
（イ）フィニッシュで正解表を配布します。必要な方は一人１部受け取って下さい。
（ウ）フィニッシュ閉鎖時刻は特に規定しませんが、ステーションへ／からの移動はす
みやかに行って下さい。スムースな競技運営にご協力をお願いします。
５ 成績速報
会場にて成績速報の掲示を順次行います。
６ 調査依頼と提訴
（１）成績速報等に質問がある場合は、成績速報掲示後１５分以内に、調査依頼書を受付
に提出して下さい。用紙は受付にあります。回答は公式掲示板に掲示します。
（２）調査依頼の回答に対しては、提訴することができます。調査依頼に対する回答掲示
後１５分以内に、同じく書面（用紙は受付にあります）にて受付に提出して下さい。
（３）提訴については、裁定委員会を開催し協議します。回答は、同じく公式掲示板に掲
示します。
（４）裁定委員会の回答が、最終判定となります。
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７ 裁定委員
裁定委員は下記の３名です。
・伴

毅

さん（京都ＯＬＣ）

・藤生 考志 さん（東京ＯＬクラブ）
・吉村 年史 さん（福岡県オリエンテーリング協会）
８ 表彰式

１４：３０～（予定）

順位が確定し次第、Ａクラス１～３位を表彰します。（OA クラスの表彰は行いません。
）

９

注意事項

・参加者が自分自身に、あるいは第三者に与えた損害・事故等については、主催者は一切
の責任を負いません。
・主催者はスポーツ傷害保険に加入しますが、補償内容が十分とはいえませんので、参加
者各自での対応を推奨します。
・万が一の事態に備えて、健康保険証の持参をお勧めします。
・一般来場者の通行や他競技者の妨げにならぬよう、ご配慮をお願いします。

１０

大会中止の場合

（１）気象条件、その他やむをえない理由により大会を中止する場合は、当日の午前６時
をメドに決定し、以下によりお知らせします。
浜松 OLC ホームページ http://www.orienteering.com/~hama-olc/
オリエンティア メーリングリスト
トレイルＯ協会 メーリングリスト
メールによる確認ができない場合は、１１項記載の電話へお問い合わせ下さい。
（２）なお大会が中止された場合であっても、支払われた参加費は返却しません。

１１

大会に関するお問い合わせ

山口 拓也 （やまぐち たくや）
Ｅメールアドレス yamaguchitakuya8192◆yahoo.co.jp （◆を@に変えて下さい）
電話 090-3511-3223

（なるべくＥメールでお願いします。
）

１２ その他
・大会成績は、後日浜松ＯＬＣホームページに公開する予定です。
・Ａクラス上位１０までの者には、第１４回全日本トレイルＯ選手権大会 Pre-O 種目
（2019 年 4 月 28 日・長野県安曇野市）選手権クラス（Ｅクラス）出場資格が与えら
れます。
（ＯＡクラスは対象外です。
）
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スタートリスト

時刻

氏名

所属

10:30 田中

翔大

練馬 OLC

10:32 鈴木

規弘

多摩 OL

10:34 小山

太朗

サン・スーシ

10:36 大久保 裕介

ES 関東クラブ

10:38 高津

寿三鈴 Club 阿闍梨

10:40 岡野

英雄

10:42 岩田

健太郎 つるまい OLC

10:44 榎

智弘

入間市 OLC

10:46 松橋

徳敏

つるまい OLC

10:48 杉本

光正

ES 関東クラブ

10:50 木村

治雄

入間市ＯＬＣ

10:52 小橋

昌明

春日部 OLC

10:54 大西

健夫

ソニーOLC

10:56 茅野

耕治

ワンダラーズ

10:58 土屋

晴彦

愛知 OLC

11:00 荒井

正敏

多摩 OL

11:02 吉村

年史

福岡県オリエンテーリング協会

11:04 藤生

考志

東京ＯＬクラブ

11:06 高橋

厚

多摩 OL

11:08 木村

佳司

長野県オリエンテーリング協会

11:10 中山

勝

春日部ＯＬＣ

11:12 内海

洋

宮崎県協会

11:14 伴

毅

京都 OLC

11:16 佐藤

清一

入間市 OLC

愛知 OLC
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