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おいでん下山！おいでん下山！おいでん下山！おいでん下山！おいでん下山！
ようこそ下山！ようこそ下山！ようこそ下山！ようこそ下山！ようこそ下山！

というわけで，下山村商工会青年部の方が暖かい食べ物，飲み物を
用意した屋台でお出迎えしてくださいます．走った後に，美味しい
地元名物を頬張りながらの学生の応援はいかがでしょうか？　お腹
も大満足！　詳細は同封のビラをご覧ください．



1 .1 .1 .1 .1 . 全般情報全般情報全般情報全般情報全般情報
1.1　立入制限区域
●以下の地域へのオリエンテーリングを目的とする立入を本大会終了後まで禁止する．『下山』（名古屋大学オリエンテー
リング部 1988年作成），『花沢山』（名古屋大学オリエンテーリング部 1990年作成），『田代城』（三河オリエンテーリ
ングクラブ 1996年作成）．但し，乗用車等による移動の目的で，国道301号線及びこれらの地図の外周車道を通行す
ることに関しては，これを妨げない．

●2005年世界選手権の為，現在東三河地区のテレインは，開発有無に関わらず，オリエンテーリング目的（下見を含む）
で入山することを禁じている．愛知インカレ2000で使用したテレイン（「巴山三川分流」「作手高原白鳥」）について
も同様である．

1.2　一般的情報・注意事項
●本大会では，主催者側では保険に加入していません．怪我などには十分ご注意ください．
●クラシック・リレー（8日・9日）共に，競技時間中（6:30～16:00）は携帯電話・PHS・無線機を競技に関する情報伝
達のために使用することを禁止します

●競技会場（スタート地区などを含む）では，立入制限区域内の地図及びそれに類するもの（コピー・写真・イラストな
ど）を見ること，及び取り出すことを禁止する．そのような行為が発覚した場合は，失格などの措置をとる場合があ
ります．ただしこれまでに発行された本大会要項，一般併設大会プログラム，クラシック当日（8日）に催される個人
トレイル競技での使用地図は除きます．

●大会期間中は，競技会場（スタート地区も含む）及び移動バス内では全面禁煙とします．

2 .2 .2 .2 .2 . スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール
2.1　3月7日（金）：開会式
14:30～ 14:45 クラシック選手権の部非シード選手スタート時刻抽選
15:00～ 15:30 開会式
15:45～ 16:30 クラシック選手権の部シード選手紹介，スタート順抽選

2.2　3月8日（土）：クラシック競技
06:30～ 10:40 豊橋駅西口発　競技会場行きバス発車
08:45～ 11:30 名鉄豊田市駅発　競技会場行きバス発車
08:15～ 12:40 駐車場発　競技会場行きバス発車
08:00 会場オープン（花山小学校）
08:00～ e-card配付（男子更衣室：体育館）
09:30～ 一般の部競技開始
11:15～ 一般併設大会競技開始
10:00～ 12:00 選手権の部競技開始
12:00～ 16:00 地図販売（本部テント）
13:45～ 表彰式
14:00 ゴール閉鎖
　15:00 チャレンジクラスゴール閉鎖
競技会場発バス発車（駐車場行　13:00～ 16:30，豊橋駅西口行　14:00～ 16:15，名鉄豊田市駅行　14:00～ 16:30）

2.3　3月9日（日）：リレー競技・閉会式
07:00～ 10:45 豊橋駅西口発　競技会場行きバス発車
08:15～ 11:30 名鉄豊田市駅発　競技会場行きバス発車
08:00～ 11:00 駐車場発　競技会場行きバス発車
07:30 会場オープン（花山小学校）
07:30～ e-card配付（男子更衣室：体育館）
07:30～ 10:00 リレーオーダー用紙提出（男子更衣室：体育館）
09:00～ デモンストレーション（スタート /ゴール地区）
09:30～ 競技開始（ME：09:30，WE：09:40，MU：09:50，WU・XU・MS・WS：10:00，

OAL・OAS：10:10，OMS・OWS：10:20）
13:00 一般併設大会ウムスタート予定（スタート /ゴール地区）

【ごあいさつ】 2002年度日本学生オリエンテーリング選手権大会実行委員長

三浦　千鶴

インカレ併設大会へ，たくさんのご参加ありがとうございます．
世界選手権が開催される東三河のテレインを存分にお楽しみ下さい．フットＯだけでなく，
トレイルＯ競技も開催します．当日受付も行いますので、是非ご参加ください．
また，学生たちの熱い戦いに大きなご声援をよろしくおねがいします．



13:10～ 16:00 地図返却（体育館），地図販売 /配布（本部テント）
14:10～ 表彰式，閉会式（花山小学校）
14:30 ゴール閉鎖
競技会場発バス発車（駐車場行　13:00～ 16:40，豊橋駅西口行　13:30～ 16:40，名鉄豊田市駅行　13:30～ 16:20）

3 .3 .3 .3 .3 . 交通案内交通案内交通案内交通案内交通案内
3.1　バス利用の場合
●豊橋駅西口，名鉄豊田市駅から下記時刻に専用バスを運行いたします．
●豊橋駅発が往復2500円，片道1500円，名鉄豊田市駅発が往復1500円，片道1000円です．
●料金は当日お支払いください（釣り銭のいらない様，ご準備ください）．
●バス時刻表
3月 8日：往路（＊印は一般併設専用バス）
豊橋駅西口発 6:30，7:00，7:30，8:45＊，9:45＊，10:40＊

名鉄豊田市駅発 8:45，9:15，9:30，9:45，10:00，10:15，10:30，10:45，11:00，11:30
3月 8日：復路（豊橋駅行きは学生と同じバスになります）
豊橋駅西口行 14:00，14:30，15:00～ 16:15まで順次
名鉄豊田市駅行 14:00，14:30，15:00，15:20，16:30

3月 9日：往路
豊橋駅西口発 7:00，7:40，9:00，9:45，10:15，10:45
名鉄豊田市駅発 8:15，8:40，9:00，9:20，9:40，10:00，10:30，11:00，11:30

3月 9日：復路
豊橋駅西口行 13:30，14:30，15:00～ 16:00まで順次，16:20，16:40
名鉄豊田市駅行 13:30，14:30，15:00，15:30，16:20

3.2　一般バス（名古屋鉄道バス）利用の場合
●一般バス（最寄りバス停は「花山学校下」）を利用しての来場も可能です．
●詳細は名古屋鉄道バス（案内所電話：052-561-6381，URL ：http://www2.mei.ne.jp/MEITETSU/template/busfind1.html ）で
ご確認ください．

3.2　自家用車利用の場合
●駐車場までは以下のルートを推奨します．下山村役場前が駐車場となりますので，役員の指示に従ってご利用ください．
　・東名高速道路豊田ICより国道155号線，及び国道301号線経由．
　・東名高速道路岡崎ICより国道1号線，国道248号線，及び国道301号線経由．
　・東名高速道路豊川ICより国道151号線，及び国道301号線経由．
●積雪，凍結の恐れがあるので十分ご注意ください．
●駐車場から競技会場までは下記のバスをご利用ください．
●バス時刻表
3月 8日
駐車場から競技会場行 8:15～ 11:00まで10～ 15分おき，その後が11:30，12:00，12:40
競技会場から駐車場行 13:00，14:00～ 16:30まで20分から30分おき

3月 9日
駐車場から競技会場行 8:00～ 11:00まで10～ 20分おき
競技会場から駐車場行 13:00　14:30　15:00　15:30　16:00　16:40

4 .4 .4 .4 .4 . 競技情報競技情報競技情報競技情報競技情報
4.1　地図について
●地図はクラシック，リレーとも縮尺　1 :10,000，等高線間隔　５ｍ，走行可能度４段階表示のものを使用します．
●地図表記は ISOM2000「International Specification for Orienteering Maps（国際オリエンテーリング地図規定）」に従って
います．

●椎茸床（ほた場）は立入禁止です．コース上の小さなほた場は立入禁止のパープルハッチが表記されていなくても，青
黄テープで囲んである場合があります．

●地図上黒の縦ハッチ（常時立入禁止）の部分があります．
●競技に使用する地図は，水分や損傷に耐えられるよう加工されていますが，不安のある場合は各自で用意した袋に入れ
るなどして対処しても構いません．

4.2　テレインの概要（本テレインは積雪の可能性があるので，各自で対策をおとりください）
●一般併設クラシック競技
　テレインは，標高約400～500mの高原に位置する．テレイン内に存在する耕作地・道路により，山塊は大きく4つに分
かれている．山林内にはあまり道は発達しておらず，全体的に急峻である．また地形は小さな尾根・沢からなる複雑な
地形もかなり存在し，岩石地帯も多く存在する．植生は，通行可能度の良い人工林と，針葉樹と広葉樹が入り組んだ見
通しの悪い混合林が広がっており，テレインとしては難易度が高めである．

●一般併設リレー・スプリント競技
　テレインは，クラシックと同様，標高約400～500mの高原に位置する．地形は一部急峻な斜面も存在するが，全体的
になだらかな尾根・沢からなる．テレイン内には巨大な岩が多く存在するが，走行の妨げとなるような小さな岩石は



ほとんどない．植生は，大部分が人工林で占められているため，見通し・走行可能度とも比較的良好であるが，一部
倒木・下草などによりスピードの落ちる部分も存在する．

4.3　コース距離及び登距離
●各クラス以下の通りであるが，変更もありえます．（　）内は登距離，単位はmです．
クラシック競技
　MEC：8200（600），M21A：3750，M35A：3700，M50A：3700，M21AS：2400，M21B：1800，M18：2400
　WEC：5600（310），W21A：2400，W35A：2000，W50A：2000，W21AS：2000，W21B：1800
リレー競技（名称変更しました，OMS・OWSはそれぞれ要項でのMS・WSクラスに該当します）
　OAL：4000，OAS：3400，OMS：4000，OWS：3400

4.4　e-cardについて
●本大会では，EMIT社製の電子パンチングシステム（Electronic Punching and Timing system）を使用します．
●e-cardの加工，書き込みなどは認めません．このためコントロール位置説明表を携帯する場合は，ビニール袋，コント
ロールカードケース等を利用しても構いません．

●競技運営の都合上，インカレ実行委員会から貸出すカード以外のカードの使用は認めません．
●インカレ実行委員会が貸し出すe-cardには氏名が記入されたラベルが貼り付けられており，選手1人につき1枚ずつ貸
し出されます．クラシック競技終了後回収し，リレー競技当日朝に再配布します．

●e-cardを紛失若しくは破損した場合，弁償金（5000円程度）を徴収します．競技中の事故で破損した場合にはその限
りではありません．

5 .5 .5 .5 .5 . 開会式開会式開会式開会式開会式［［［［［3/73 /73 /73 /73 /7（（（（（金金金金金）））））］］］］］
●開会式は，豊橋市の「愛知県豊橋勤労福祉会館（アイプラザ豊橋）」講堂（http://www.ailabor.or.jp/aiplazath/）にて行い
ます．

●開会式会場まで公共交通機関を利用する場合は，豊橋鉄道渥美線南栄駅（豊橋駅から4駅目）で下車し，駅から徒歩10
分です．

●自家用車を利用する場合は，会場の駐車場を利用することができます（駐車場十分あり）．
●開場時刻は13:00を予定していますが，学生の入場を優先させていただきます（場所は十分に余裕あり）．
●館内での飲食は禁止します．

6 .6 .6 .6 .6 . 一般併設クラシック競技一般併設クラシック競技一般併設クラシック競技一般併設クラシック競技一般併設クラシック競技［［［［［3/83 /83 /83 /83 /8（（（（（土土土土土）））））］］］］］
6.1　競技会場（花山小学校）レイアウト【8:00～　】
●レイアウト図をご参照ください．公式掲示板，大会受付，速報所及び救護所は，本部テント付近に設置します．
●図中の「テントサイト」にのみ，テントを張ることができます．ただし，ペグ（杭）の打込みは禁止します．
●観戦エリアは，校庭及び校舎裏の一部です．現地において看板等により立入禁止を示した範囲，及び学校用地外での観
戦は禁止します．

●競技会場は，霜の影響により朝は凍結していますが，日中になるに従い溶けて水浸しになる可能性が高いのでご注意く
ださい．また，競技会場内にあるトイレ以外の水道は使用することができません．雑巾持参等の対策をお勧めします．
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6.2　受付
●e-cardが体育館（男子更衣室）内にクラスごとポケットに入れて置いてあります．自分のcardを各自おとり下さい．
●e-cardの紛失・忘失は失格となることがあります．紛失の場合，大会受付で再発行を受けて下さい．

6.3　スタート地区
●競技会場からスタート地区までは，緑色テープ誘導，徒歩約35分．
●e-card若しくはナンバーカードが無い者，及び不備のある者は正規の時刻にスタートできない場合があります．
6.4　スタート方法
●スタート時刻3分前までに，e-cardを所定のユニット（動作確認用ユニット）へはめ込み，e-cardのアクティベート確
認を行ってください．アクティベートは赤ランプが点滅することによって確認できます．赤ランプが点滅しない場合
は，e-card故障のおそれがある為直ちにe-cardの再発行を受けてください．

●3分前にスタート枠にお入りください．
●1分前に役員からe-cardの確認を受けてください．
●10秒前に役員の指示に従い，e-cardをスタートユニットへはめ込むんでください．スタートの合図と同時に離してく
ださい．スタートチャイマーの合図後，地図を取りスタートしてください．

●スタート後は赤白テープ誘導に従ってスタートフラッグへ向ってください．スタートフラッグは地図上の△位置です．
●遅刻者は役員の指示に従い，遅刻枠へ向かってください．正規のスタート時刻の選手に影響を与える恐れのある場合は，
スタートを遅らせることがあります．

6.5　競技
●救護所は，競技会場（ゴール）のみに設置します．
●競技時間は2時間で，2時間を超えた選手はすべて失格とします．
●ゴール閉鎖時刻は，14:00（チャレンジクラスは15:00）です．
6.6　ゴール
●最終コントロールからゴールまでは青白色テープ誘導です．
●ゴールはパンチングフィニッシュとし，ゴールにあるコントロールユニット（ゴールユニット）によってe-cardに記録
されるタイムを正式なゴールタイムとします．ゴールユニットは複数あるので，いずれか１つを使用して下さい．

●ゴール後は，役員にe-cardを提示するまで追い越し禁止です．
●地図回収は行いませんが，出走前の競技者に地図を見せるような行為は行わないでください．
●e-cardは提示後回収の回収は行いません．各自洗って配布時のポケットに戻してください．
●バックアップラベルを紛失した場合でも，e-cardの電子的記録でコントロールを順番に回ってきたことが確認できれば，
失格としません．

●ゴールでの調査依頼などは一切受付けません．大会受付に申し出てください．
●ゴール閉鎖時刻は，14:00です．競技を棄権する場合でも，必ずゴールにe-cardを提出してください．これが不可能な
場合は，最寄りの大会役員にe-cardを届けてください．

●ゴールから会場へは紫色テープ誘導です．
6.7　速報
●速報所にて全クラスの成績速報を掲示します．
●学生選手権の部では，選手の通過状況などをリザルトボードに提示します．

6.8　地図販売（本部テント）【12:00～16:00】
●全クラススタート終了後クラシックの地図販売を開始します．

6.9　表彰式（競技会場）【13:45～　】
●表彰式は13:45頃より競技会場にて行う予定です．詳細は放送にて連絡します．
●各クラス上位3名をそれぞれ表彰します．
●入賞者は掲示と放送によって発表します．入賞者は放送内容に注意し，表彰式開始までに表彰台近くに集合してください．
●競技会場にて花束の販売を行う予定ですので，ご利用ください

6.10　競技会場からの帰路
●「3.交通案内」をご覧ください．

6.11　チャレンジクラス
●チャレンジクラスの参加者は13:00～ 14:00の間に各自スタートして下さい．
●ゴール閉鎖時間（15:00）が近付くとポストを撤収している可能性もありますので，早めのスタートをお勧めします．
●コースの途中であっても，ゴール閉鎖時間（15:00）には必ずゴールしてください．
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7.1　リレー競技会場（花山小学校）レイアウト【7:30～　】
●レイアウト図をご参照ください．公式掲示板，大会受付，速報所及び救護所は，本部テント付近に設置します．
●図中の「テントサイト」にのみ，テントを張ることができます．ただし，ペグ（杭）の打込みは禁止します．
●観戦エリアは，校庭及び校舎裏の一部です．現地において看板等により立入禁止を示した範囲，及び学校用地外での観
戦は禁止します．

●競技会場は，霜の影響により朝は凍結していますが，日中になるに従い溶けて水浸しになる可能性が高いのでご注意く
ださい．また，競技会場内にあるトイレ以外の水道は使用することができません．雑巾持参等の対策をお勧めします．

●地図置き場は会場内にありますので，各自ご確認ください．
7.2　受付【7:30～10:00】
●体育館（男子更衣室）内にポケットケースがあり，e-card，ゼッケン，安全ピン，リレーオーダー用紙が用意されてい
ますので，各チームおとりください．

7.3　リレーオーダー用紙提出【　～10:00】
●リレーオーダー用紙は体育館（男子更衣室）内のポケットケースに用意しています．
●10:00までに，必要事項を記入してポケットケースの自分のチームの欄にお入れください．表彰該当クラスは自己申告
制になりますので，該当するチームは，忘れずにリレーオーダー用紙に印をお付けください．

7.4　デモンストレーション（競技会場）【9:00～　】
●スタートゴール地区で，デモンストレーション（競技説明）を行います．
●前走者の来る方向，レーンの位置，チェンジオーバーの方法や，次走者の走る方向などが確認できます．
7.5　スタート【10:10～　】
●１走スタート地区は7.1項の会場レイアウト図を参照してください．
●各クラスのスタート時刻は以下の通りです．
　　OAL，OAS　10:10　　　OMS，OWS　10:20
●各クラスとも，１走の選手はスタート10分前に１走スタート地区に集合してください．
●スタート時刻に遅刻したチーム，e-card若しくはナンバーカードが無い場合や不備のある場合はスタートできません．
●１走スタート地区では役員の指示に従って整列してください．
●１走スタート地区で地図をお渡ししますが，スタート時刻まで中を見ないでください．
●e-cardのアクティベートを行うので役員の指示に従ってください．
●スタートの合図はピストルで行います．フライングがあった場合は笛を鳴らします．この場合は役員の指示に従ってス
タートをやり直します．

●スタート後は赤白テープ誘導に従って進み，スタートフラッグ（地図上の△）を通過してください．スタートフラッグ
を通過しない場合は失格となります．

7.6　チェンジオーバー
●前走者の姿が見えてからチェンジオーバーエリアまでの所要時間は，30秒～1分程度と予想されます．ゼッケン番号の
掲示・放送は行わないので，次走者は，前走者の帰還を予想して準備をし，前走者がスタート/ゴール地区付近に現れ
たら速やかに次走者待機枠に入ってください．前走者が競技会場に入ってから，スタートゴール地区の周囲を走って，
チェンジオーバーエリアに達する様子がスタート /ゴール地区から確認できます．

●e-cardもしくはナンバーカードが無い者，及び不備のある者は出走できません．
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●次走者待機枠の入口には，動作確認用スタートユニットを設置しておきます．次走者は必ずe-cardのアクティベートを
行ってから，次走者待機枠に入ってください．

●アクティベートでは，動作確認用スタートユニットの赤ランプが点滅することで確認できます．赤ランプが点滅しない
場合はe-cardの故障のおそれがあるので，直ちに役員に申し出て e-cardの再発行を受けてください．

●また，チェンジオーバーの前に再度e-cardのアクティベートを行ってください．
●チェンジオーバーは，前走者と次走者の接触をもって行います．チェンジオーバーが正しく行われなかったと役員が判
断した場合は，そのチームは失格となります．

●次走者が次走者待機枠にいない場合は，そのまま立ち止まらずに前に進み，役員にその旨伝えてください．その後，役
員にe-card及び地図を渡し，指示に従って，次走者不在時待機枠にて次走者を待ってください．

●チェンジオーバー後，次走者は，赤白色テープ誘導に従って一般の部地図置き場に行き，自分のゼッケン番号が記載さ
れている地図を取ってください．

●他の選手の地図を取った場合は失格となるので，地図をとる際にしっかり確認してください．
●自分の地図が無い場合は，地図置き場の役員に申し出てください．
●地図を取った後は，さらに赤白色テープ誘導に従い，スタートフラッグ（地図上の△）を通過してください．スタート
フラッグを通過しない場合は失格となります．

7.7　ゴール
●最終コントロールからは赤白色テープ誘導に従ってゴールレーンに入ってください．テープ誘導は学生選手権の部と共
通ですが，ゴール直前で分かれるので間違えないようにしてください．

●ゴールはパンチングフィニッシュとなります．チェンジオーバーするまではゴールできません．
●パンチングフィニッシュ後は他の選手を追い抜かないでください．この後，役員の指示に従ってe-card及び地図を渡し
てください．全クラスのウムスタート終了時までは地図を回収します．地図を紛失した場合は失格となります．

●競技を棄権する場合でも，必ずゴールにe-card及び地図を提出してください．これが不可能な場合は，最寄りの大会役
員にe-card及び地図を届けてください．

●ゴールでの調査依頼などは一切受付けません．大会受付に申し出てください．
●ゴール閉鎖時刻は，14:30です．

7.8　ウムスタート
●各クラスともウムスタート時刻は13:00を予定しています．ただし，当日の進行状況によって変更する場合があるので，
放送には注意してください．

●ウムスタート時刻の10分前までにチェンジオーバーできなかったすべての選手は一般の部次走者待機枠に集合し，役
員の指示に従ってください．

●次走者待機枠集合後，ウムスタート時刻までのチェンジオーバーは可能です．ウムスタート時刻に遅刻した選手は出走
できません．

●スタート後，赤白色テープ誘導に従って地図置き場に行き，自分のナンバーカード番号が記載されている地図を取って
ください．

●他の選手の地図を取った場合は失格となるので，地図をとる際にしっかりと確認してください．
●自分の地図が無い場合は，地図置き場の役員に申し出てください．
●ウムスタートになったチームの記録は参考記録となります．

7.9　競技
●救護所は，競技会場（ゴール）のみに設置します．
●競技時間はリレー：4時間30分　スプリント：2時間で，この時間を超えた選手はすべて失格とします．
●ゴール閉鎖時刻は，14:30です．
7.10　速報
●速報所にて全クラスの成績速報を掲示します．
●学生選手権の部では，選手の通過状況などをリザルトボードに提示します．

7.11　地図返却（体育館）・販売（本部テント）【13:10～16:00】
●全クラスウムスタート終了後，地図返却およびクラシック・リレーの地図販売を行います．

7.12　表彰式（競技会場）【14:10～】
●表彰式は14:10頃より競技会場にて行います．雨天の場合は体育館内で行います．
●OAL，OAS，は女性１人の部・女性2人の部・女性の部・合計年齢120歳以上の部についてそれぞれ上位1チーム，ス
プリントクラスは男女それぞれ上位1名を表彰します．

●入賞者は掲示と放送によって発表します．入賞者は放送内容に注意し，表彰式開始までに表彰台近くに集合してください．
●競技会場にて花束の販売を行う予定ですので，ご利用ください．
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8.1　閉会式（競技会場）
●リレーの表彰式にひき続いて閉会式を行います．閉会式の内容は以下のとおりです．
　１．総評／２．2002年度インカレ実行委員長挨拶／３．インカレ旗引継ぎ
　４．2003年度春（第26回）インカレ実行委員長挨拶／５．閉会宣言
8.2　競技会場からの帰路
●「3.交通案内」をご覧ください．

９．９．９．９．９．個人トレイル競技個人トレイル競技個人トレイル競技個人トレイル競技個人トレイル競技［［［［［3/93 /93 /93 /93 /9（（（（（土土土土土）））））］］］］］
トレイル競技を一般併設として3月 8日（土）に実施します．インカレ参加者は全て，トレイル競技に参加可能です．
当日申込も受け付けており，当日申込の方も表彰対象となります．

9.1　受付
●事前申込の方も当日申込の方もクラシック競技の前に本部横のトレイル競技の受付へおいでください．
●受付時間は9:00～ 14:20です．以下に受付の流れを示します．
　1）参加費をお支払いください．

Aクラス 事前申込500円　当日申込700円／Bクラス 事前申込300円　当日申込500円
　2）スタート時刻を予約します（スタート時刻は受付で変更可能です）．
　　クラシック競技のスタート時刻を考慮してスタート時刻を予約してください．
　　トレイル競技の競技時間はおよそ60分です．最終スタート時刻は14:30です．
　3）コントロールカードを渡しますので，2枚とも氏名・所属などを記入してください．
9.2　スタート
●スタートは本部横の受付のすぐ近くです．
●指定されたスタート時刻の3分前までにスタートへおいでください．役員にコントロールカードを提示し，パンチを受
け取ってください．

9.3　地図
『インカレトレイル競技用NewMap』
　調査：2003年 1～ 2月調査，原図：1/5,000下山村村図，縮尺：1/4,000，等高線間隔：2m，透視可能度：3段階表示

9.4　コース
　距離登距離　　制限時間 難易度の目安

　Aクラス　2,300m 40m　　　 80分 トレイルO経験2～ 3回以上
　Bクラス　1,500m 20m　　　 80分 トレイルO未経験もしくは1回以上
9.5　テレイン・コースプロフィール
●テレインは会場周辺の平坦地および山地縁辺部に位置する．
●平坦地は透視度がよい．遠方の特徴物の相対関係を把握するような課題が設定されている．
●山地縁辺部も比較的透視度がよい．大きな地形変化及び特徴物を読み取る課題が多く設定されている．
●Aクラスのルートは多くが舗装されており，一部未舗装部分がある．
●Bクラスのルートは大部分が舗装されているが，僅かに未舗装部分もある．
9.6　初心者説明
●初心者説明所を設けます．トレイルOが初めての方，やり方に自信のない方はよく説明を受けてください．
●Bクラスではスタート後，1番コントロールの前に説明用コントロールが設けてあり，係員が説明します．

9.7　競技
●日本トレイル・オリエンテーリング競技規則に依ります．
●Aクラスにはタイムコントロール（TC）があります．その位置は地図上に示されていません．TCでは係員の指示に
従ってください．受付の近くに練習用のTCを設けています．やり方に自信のない方はここで説明を受けてください．

●Aクラス，Bクラスとも正解なしコントロールがあります．
9.8　ゴール
●コントロールカードの1枚目を提出し，2枚目は自分の控えとして地図とともにそのままお持ち下さい．
●正解表をゴールで配布します．競技の公平性のため，スタート前の方に見せないようご協力をお願いします．
●ゴール閉鎖時刻は15:50です．

9.9　コース解説
●希望者にはゴール後，コースの解説を行います．各コントロールの解法などを説明します．

9.10　表彰
●各クラス，1～ 3位までの表彰を3月 9日（日）リレー競技の表彰式に併せて行います．
9.11　その他
●服装はオリエンテーリングウェアの必要はありません．動きやすく暖かい服装で参加してください．
●スタート後，途中で競技を止める場合でもゴールを必ず通過してください．
●コース設定者：　高橋厚・田中博・山口尚宏
●トレイルO競技に関する問合せ先：山口尚宏　y-n@yan.ne.jp　TEL 0568-56-6038



クラシック（８日）スタートリスト
● MEC 26人 (1516) 11:27:30 佐々木　裕之 FFC

13:00～14:00の間の好きな時刻にスタートしてください (1517) 11:28:00 赤池勝哉 かすいち倶楽部
(9001) 高橋善徳 つくばROC (1518) 11:28:30 北川知伸 朱雀OK
(9002) 多田宗弘 多摩ＯＬ (1519) 11:29:00 奥村理也 ウルトラクラブ
(9003) James CUNNANE 多摩OL (1520) 11:29:30 小林　俊介 東京農工大欅会
(9004) 石井龍男 千葉OLK (1521) 11:30:00 岡本一男 大阪OLC
(9005) 早野哲朗 京葉OLクラブ (1522) 11:30:30 大林俊彦 うるしの会
(9006) 安良和寿 渋谷で走る会 (1523) 11:31:00 源後知行 東京都杉並区
(9007) 鈴木正文 浜松OLC (1524) 11:31:30 丸山茂樹 長野県協会
(9008) 加賀屋博文 渋谷で走る会 (1525) 11:32:00 藤原成文 ES関東C
(9009) 大町宏志 多摩OL (1526) 11:32:30 福田雅秀 川越OLC
(9010) 藤生考志 大阪大学ＯＢ (1527) 11:33:00 和泉澤誠 方向音痴会
(9011) 宮内信輔 青葉会 (1528) 11:33:30 久保忠幸 大阪OLC
(9012) 小林達郎 Iwa&Tani (1529) 11:34:00 山本　真司 紅萌会
(9013) 山本英勝 横浜OLC (1530) 11:34:30 谷村正樹 杉風会
(9014) 山田高志 あんちくしょう (1531) 11:35:00 林　武彦 チームラタマキュー
(9015) 前田哲史 爆烈ぞんび (1532) 11:35:30 辰口　淳 方向音痴会
(9016) 平井　均 静岡OLC (1533) 11:36:00 諏訪高典 FRUN
(9017) 茅野 耕治 ワンダラーズ (1534) 11:36:30 安藤　克美 早大OC寿会
(9018) 鹿島田浩二 渋谷で走る会 (1535) 11:37:00 竹内　利樹 まっぱ
(9019) 加藤弘之 (1536) 11:37:30 田中公悟 マッパ
(9020) 小泉成行 ときわ走林会 (1537) 11:38:00 青森將志 颪の会
(9021) 円井基史 多摩ＯＬ (1538) 11:38:30 富坂　功 杉風会
(9022) 小林康浩 大阪OLC (1539) 11:39:00 仁多見剛 東工大院理工
(9023) 小暮喜代志 ES関東C (1540) 11:39:30 福澤昌俊 つくばCocco
(9024) 鈴木陽介 京大ゾンビーズ (1541) 11:40:00 近藤貴文 おしゃがみ党
(9025) 志方英三 (1542) 11:40:30 都築　正浩 マッパ
(9026) 荒井正敏 多摩OL (1543) 11:41:00 田代雅之
(9502) 岩谷ひろみ Iwa&Tani (1544) 11:41:30 土屋周史 とちのすけ

(1545) 11:42:00 相川　創 とちのすけ
● WEC 14人 (1546) 11:42:30 福澤　進 小金井市

13:00～14:00の間の好きな時刻にスタートしてください (1547) 11:43:00 山根祥延 大阪OLC
(9501) 金子恵美 上尾OLC
(9503) 志村直子 渋谷で走る会 ● W21A 5人
(9504) 加納尚子 (4501) 11:20:00 澤田　慶子 秩父市
(9505) 志村聡子 横浜OLクラブ (4502) 11:20:30 安井千晶 右近の会
(9506) 田島利佳 みちの会 (4503) 11:21:00 小林啓恵 青葉会
(9507) 塩田美佐 (4504) 11:21:30 野田みどり ストークランドF
(9508) 渡辺円香 ES関東C (4505) 11:22:00 佐藤　渚 朱雀OK
(9509) 河野真理 ES関東C
(9510) 草野　望 ES関東C ● M21AS 32人
(9511) 渡邉勇造 大久保中OLC (7501) 11:20:00 大野聡生 東海中学校
(9512) 川合勝久 つばめ会 (7502) 11:20:30 坂本伸也 東京都八王子市
(9513) 加賀屋寿理 渋谷で走る会 (7503) 11:21:00 矢萩　靖 丘の上
(9514) 三好暢子 上尾OLC (7504) 11:21:30 馬渕良彦 FC杉山

(7505) 11:22:00 上村雅俊 JANETS
(7506) 11:22:30 城山泰彦 かすいち倶楽部

● M21A 47人 (7507) 11:23:00 岩水義治 大阪OLC
(1501) 11:20:00 野田昇作 湘南ボーイOLC (7508) 11:23:30 宮佐俊佑 京葉OLクラブ
(1502) 11:20:30 小笠原揚太郎 東京OLクラブ (7509) 11:24:00 松原俊充 ますかっと倶楽部
(1503) 11:21:00 加藤 昭次 多摩OL (7510) 11:24:30 加藤　徹
(1504) 11:21:30 山田高志 あんちくしょう (7511) 11:25:00 瀬沼　健 電通大OL同好会
(1505) 11:22:00 北原　祐 浜松OLC (7512) 11:25:30 野田宣邦
(1506) 11:22:30 福井　智 朱雀OK (7513) 11:26:00 桐田幸宏 大阪OLC
(1507) 11:23:00 清水　潔 横浜OLクラブ (7514) 11:26:30 中島克行 静岡OLC
(1508) 11:23:30 中村　毅 常磐ズ (7515) 11:27:00 市橋国之 朱雀OK
(1509) 11:24:00 玉祖 秀人 京大ゾンビーズ (7516) 11:27:30 柿並義宏 青葉会
(1510) 11:24:30 元木　悟 Team白樺 (7517) 11:28:00 土屋晴彦 愛知OLC
(1511) 11:25:00 落合　徹 (7518) 11:28:30 奥田健史 つばめ会
(1512) 11:25:30 伊藤哲夫 松阪OLC (7519) 11:29:00 平松宗大郎 つばめ会
(1513) 11:26:00 上條真哉 静陵会 (7520) 11:29:30 野田宣邦 ココ壱愛好会
(1514) 11:26:30 久保哲彦 ヤングな妄想族 (7521) 11:30:00 渡辺　隆 つるまいOLC
(1515) 11:27:00 柘植敦司 字中出 (7522) 11:30:30 遠山文規 ドゥーワップ



(7523) 11:31:00 小泉辰喜 丘の上 (7548) 11:43:30 平山暢二 三河OLC
(7524) 11:31:30 上杉忠興 杏友会 (7549) 11:44:00 永友秀和 京葉OLクラブ
(7525) 11:32:00 浅野　昭 浜松OLC (7550) 11:44:30 上林弘敏 岐阜OLC
(7526) 11:32:30 山口秀史 サン・スーシ (7551) 11:45:00 尾上秀雄 サン・スーシ
(7527) 11:33:00 宇津明範 ES関東C (7552) 11:45:30 永井　昇 三河OLC
(7528) 11:33:30 内田奉克 横浜OLクラブ (7553) 11:46:00 新家秀男
(7529) 11:34:00 横溝隆夫 早大OC寿会 (7554) 11:46:30 金子八三
(7530) 11:34:30 松田　忠典 京都工芸繊維大学 (7555) 11:47:00 冨樫　勉 サン・スーシ
(7531) 11:35:00 金谷 敏行 朱雀OK (7556) 11:47:30 前田春正 KOLA
(7532) 11:35:30 岩田竜一 けやき会 (7557) 11:48:00 尾上俊雄 OLP兵庫

(7558) 11:48:30 柴田喜一 つるまいＯＬＣ
● W21AS 3人 (7559) 11:49:00 蜂須賀秀之 OLCほのくに

(8701) 11:45:00 桐田あかね 大阪OLC (7560) 11:49:30 小林勇武 愛知ＯＬＣ
(8702) 11:45:30 佐藤智香 浜松OLC (7561) 11:50:00 小川晃弘 ファミリーOLC
(8703) 11:46:00 高浪タカ子 青葉会 (7562) 11:50:30 難波泰裕 愛知ＯＬＣ

(7563) 11:51:00 若梅友行 横浜OLクラブ
● M35A 25人 (7564) 11:51:30 大場隆夫 サン・スーシ

(2501) 11:20:00 山川　建 多摩OL (7565) 11:52:00 岡野英雄 愛知OLC
(2502) 11:20:30 古澤ヒロシ つるまいOLC (7566) 11:52:30 石田亘宏 愛知OLC
(2503) 11:21:00 宮崎敦司
(2504) 11:21:30 内田　潔 ● W50A 6人
(2505) 11:22:00 花田拓紀 筑波大＠81 (8706) 11:47:30 芝　聖子 OLP兵庫
(2506) 11:22:30 澤田晴雄 (8707) 11:48:00 大場　節子 サン・スーシ
(2507) 11:23:00 愛場庸雅 OLCレオ (8708) 11:48:30 鈴木幸子 ファミリーOLC
(2508) 11:23:30 伊藤誠厚 三重県庁OLC (8709) 11:49:00 若梅　節子 横浜OLクラブ
(2509) 11:24:00 佐藤政明 大府市 (8710) 11:49:30 若松　リツ子
(2510) 11:24:30 角岡　明 (8711) 11:50:00 石田　美代子 愛知OLC
(2511) 11:25:00 笠井泰自 大阪OLC
(2512) 11:25:30 中原信一 大阪OLC ● M21B 15人
(2513) 11:26:00 谷　秀司 三重県庁OLC (8501) 11:20:00 神谷泰範
(2514) 11:26:30 池田俊彦 つるまいOLC (8502) 11:20:30 杉森憲文 ファミリーOLC
(2515) 11:27:00 足立辰彦 (8503) 11:21:00 森　達一郎 おさるの会
(2516) 11:27:30 河村健二 つくばROC (8504) 11:21:30 織田克昌 三重県庁AC
(2517) 11:28:00 松橋徳敏 つるまいOLC (8505) 11:22:00 鈴木浩文 DARTMONKEYS
(2518) 11:28:30 城森博幸 OLP兵庫 (8506) 11:22:30 大林　寧
(2519) 11:29:00 谷垣宣孝 OLP兵庫 (8507) 11:23:00 石川幸一 ヤングな妄想族
(2520) 11:29:30 平島俊次 京都OLC (8508) 11:23:30 今里直樹 京都工芸繊維大学
(2521) 11:30:00 鴻野和之 (8509) 11:24:00 近藤和浩
(2522) 11:30:30 加藤昭治 愛知OLC (8510) 11:24:30 末永憲秀 ますかっと倶楽部
(2523) 11:31:00 松井鉄彦 OLCほのくに (8511) 11:25:00 曽根明弘
(2524) 11:31:30 山本賀彦 OLP兵庫 (8512) 11:25:30 船戸正道 朝日新聞OLC
(2525) 11:32:00 松尾繁樹 徳島OLC (8513) 11:26:00 鈴木　司 ファミリーOLC

(8514) 11:26:30 平野健二郎 札幌農学校
● W35A 2人 (8515) 11:27:00 磯谷忠彦 東京OLクラブ

(8704) 11:46:30 古澤　久美 つるまいOLC
(8705) 11:47:00 岩水加代子 ● W21B 5人

(8601) 11:35:00 長瀬　朋子 つるまいOLC
● M50A 34人 (8602) 11:35:30 林　聖江 ヤングな妄想族

(7533) 11:36:00 八十八　一吉 習志野市 (8603) 11:36:00 大林理恵子
(7534) 11:36:30 高橋正彦 OLCほのくに (8604) 11:36:30 春田宇多美 ヤングな妄想族
(7535) 11:37:00 宮田敏雄 松阪OLC (8605) 11:37:00 上林佐百美 岐阜OLC
(7536) 11:37:30 加藤　博 つるまいOLC
(7537) 11:38:00 辻村　修 コンターズ ● M18 2人
(7538) 11:38:30 北浦長久 (5501) 11:20:00 山川晋弥 文京OLC
(7539) 11:39:00 白井　啓 OLCほのくに (5502) 11:20:30 上田誠之 文京OLC
(7540) 11:39:30 磯部貞夫 ＯＬＰ兵庫
(7541) 11:40:00 小幡昭次 三河OLC
(7542) 11:40:30 尾和  薫 三河OLC
(7543) 11:41:00 内藤ヒロオ 三河OLC
(7544) 11:41:30 若松英雄 中京OC
(7545) 11:42:00 難波泰裕 愛知OLC
(7546) 11:42:30 木村　厚 愛知ＯＬＣ
(7547) 11:43:00 木村　攻 愛知ＯＬＣ



リレー（９日）エントリーリスト

OAL 　23チーム
601 三ケ日たこちゃん 6011 平井　均 6012 大野隆久 6013 赤松俊彦

602 チームフジハラ 6021 大林俊彦 6022 谷垣宣孝 6023 藤原成文

603 チームトミサカ 6031 谷村正樹 6032 中原信一 6033 富坂　功

604 まわり道 6041 坂口　誠 6042 小林進吾 6043 茅野史朗

605 札幌農学校 6051 三野隆志 6052 鹿内靖友 6053 古川裕也

606 FC杉山 6061 馬渕良彦 6062 上條真哉 6063 柘植敦司

607 チームビッグ富士 6071 北原　祐 6072 北原静香 6073 田濃邦彦

608 紅萌会 6081 土屋周史 6082 諏訪高典 6083 前田哲史

609 OLK20期 6091 浜田康宏 6092 永井崇之 6093 山田響介

610 東京OLクラブ 6101 小泉辰喜 6102 小笠原揚太郎 6103 中島克行

611 六国会A 6111 蛭田晃仁 6112 久保田芳樹 6113 細田直稔

612 多摩OL大納言 6121 加藤昭次 6122 円井基史 6123 David Roach

613 多摩OL和三盆 6131 荒井正敏 6132 James Cunnane 6133 大町宏志

614 横浜国大OB会E 6141 辰口　淳 6142 和泉澤誠 6143 渡辺　隆

615 札幌農学校Z 6151 野田みどり 6152 野田昇作 6153 内田恵司

616 青葉会 6161 柿並義宏 6162 小林啓恵 6163 松澤俊行

617 筑波大@81 6171 花田拓紀 6172 鴻野和之 6173 酒井健治

618 がんばれKOLC 6181 内田奉克 6182 小河原成哲 6183 山田高志

619 SHI・O・DA 6191 渡辺円香 6192 塩田美佐 6193 小暮喜代志

620 東工大つばめ会 6201 仁多見剛 6202 未定 6203 未定

621 Team白樺A 6211 元木　悟 6212 志村聡子 6213 兼田史子

622 ごぢゃっぺ会 6221 阿久津功朗 6222 井田慶介 6223 槐　正明

623 MJC 6231 山本真司 6232 源後知行 6233 坂本伸也

OAS　18チーム
701 つるまいＳ 7011 柴田喜一 7012 神谷隆雄 7013 加藤　博

702 東近リニア 7021 辻村　修 7022 前田春正 7023 佐藤政明

703 サン・スーシ 7031 大場隆夫 7032 尾上秀雄 7033 富樫　勉

704 つるまいカラフル 7041 古澤ヒロシ 7042 古澤久美 7043 唐戸嶋栄

705 信大OG 7051 出利葉理子 7052 斉藤裕美 7053 塚田昌弘

706 ろっこく 7061 岩田竜一 7062 鈴木唯史 7063 飯島邦彦

707 三河OLC-164 7071 内藤ヒロオ 7072 尾和　薫 7073 小幡昭次

708 三河OLC-169 7081 桑山　実 7082 河村健二 7083 永井　昇

709 愛知OLC-B 7091 難波泰裕 7092 木村　厚 7093 木村　攻

710 愛知OLC-A 7101 岡野英雄 7102 土屋晴彦 7103 中井隆宏

711 杏友会 7111 乗松裕子 7112 千葉あかね 7113 土樋裕希

712 早大OC21期 7121 河野真理 7122 中村　毅 7123 野田宣邦

713 つるまい＋中京 7131 松橋徳敏 7132 中島和彦 7133 新家秀男

714 Team白樺B 7141 兼田遼太郎 7142 高島和宏 7143 高島恵美子

715 同期会62タコ 7151 三好暢子 7152 草野　望 7153 鈴木夕紀子

716 ヤスラヤスキチ 7161 金子恵美 7162 加賀屋寿理 7163 安良和寿

717 文京OLC 7171 上田誠之 7172 上田泰正 7173 筆谷敏正

718 RAY＆RYO 7181 村越　怜 7182 村越久子 7183 村越　綾

チームＮｏ．チーム名

チームＮｏ．チーム名

１走ゼッケン、氏名 ２走ゼッケン、氏名 ３走ゼッケン、氏名

１走ゼッケン、氏名 ２走ゼッケン、氏名 ３走ゼッケン、氏名



ゼッケン 氏名 所属 ゼッケン 氏名 所属

OMS　37人 OWS　6人
8001 多田宗弘 多摩OL 8501 若松リツ子
8002 八十八一吉 習志野市 8502 芝　聖子 OLP兵庫
8003 赤池勝哉 かすいち倶楽部 8503 岩谷ひろみ Iwa&Tani
8004 磯部貞夫 OLP兵庫 8504 桐田あかね 天使のちゅ
8005 渡邉勇造 大久保中OLC 8505 千葉あかね
8006 小城昌弘 8506 長瀬朋子 つるまいOLC
8007 若松英雄
8008 平山暢二
8009 船戸正道
8010 笠井泰自 大阪OLC
8011 宮田敏雄 松阪OLC
8012 上松晋也 夜麻登OLK
8013 池田俊彦 つるまいOLC
8014 山根祥延 大阪OLC
8015 藤田和男
8016 小林達郎 Iwa&Tani
8017
8018 玉祖秀人 京大ゾンビーズ
8019 久保忠幸 大阪OLC
8020 桐田幸宏 天使のちゅ
8021 川合勝久 つばめ会
8022 羽角広信 丘の上
8023 瀬沼　健 電通大OL同好会
8024 大町宏志 多摩OL
8025 鹿島田浩二 渋谷で走る会
8026 金子八三
8027 天野　仁 横浜OLクラブ
8028 村越　真 静岡OLC
8029 石井龍男 千葉OLK
8030 山本賀彦 OLP兵庫
8031 今井信親
8032 丸山茂樹 長野県協会
8033 宇津明範 ES関東C
8034 鈴木陽介 京大ゾンビーズ
8035 早野哲朗 京葉OLクラブ
8036 小林康浩 大阪OLC
8037 福田雅秀 川越OLC

PLOWRIGHT　Robert


