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　受付 (10:00 ～ 15:30)

　受付は障害者トイレの前 (インカレ受付の隣 )です。

障害者の方に限り家族旅行村第二駐車場に駐車すること

ができます。一般の方はインカレの駐車場案内に従って

駐車してください。

事前申込者

受付でスタート時刻の指定を受け、コントロールカード

を受け取ってください。

13:00 以降はスタート時刻が混み合いますので、早めに

スタート時刻の指定を受けることをお勧めします。

当日申込者

　所定の申込用紙に氏名・所属・参加クラスを記入し、

参加費を支払ってください。当日申込の参加費はＴＡク

ラスが 2000 円、ＴＮクラスが 1500 円です。駒ヶ根フリー

パスの対象となっています。大学生以下の当日申し込み

はＴＡ、ＴＮクラスともに 1000 円です。

スタート時刻は参加費を支払ったときに指定を受けて下

さい。

　今大会では A クラスと N クラスの両方にエントリーで

きます。

　初心者説明用にモデルコントロールがあります。受付

に説明用地図とルール説明プリントが用意してあります

ので、原則として同じクラブ内でルールを知っている方

にお願いし、ルール説明を受けてください。

トレイルオリエンテーリング

　スタート (10:00 ～ 15:30)
　スタート地点は受付とほぼ同じ位置です。スタート時

刻になったらスタート地点で地図を受け取り、競技を開

始してください。

　競技時間は 90 分 ( 車イスで参加される方は 110 分 ) で

す。ただし、14：30( 車イスの方は 14：10) 以降のスター

トは競技時間が確保できません。時間帯によって ( 特に

13:00 以降 ) は混雑することも予想されるので、希望の

時刻にスタートできない可能性があります。

　競技 (10:00 ～ 16:00)
競技終了時刻が要項と異なりますのでご注意ください。

　競技の公平性を遵守し、静粛に競技を行ってください。

他の選手のヒントになるような言動は厳禁です。

各コントロールの DP 付近に針パンチがあるので、コント

ロールカードにパンチしてください。一度パンチすると

訂正することができないので、慎重にパンチしてくださ

い。

A クラスには正解無しコントロールがある可能性があり

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 付近では係員の指示

に従って、TC に挑戦してください。TC の回答時間は 60

秒で、正解無しという回答はありません。TC が不正解

の場合、ペナルティとして回答時間に 60 秒が加算されま

す (回答できない場合は回答時間が 120 秒になります )。

フット - Ｏのコースと重複する区間があります。競技中

のランナーと衝突しないように注意してください。

　フィニッシュ (～ 16:00)
競技終了時刻が要綱と異なりますのでご注意ください。

　フィニッシュでは係員にコントロールカードを提出し

てください。地図の回収は行いませんので、競技前の選

手に地図を見せないように注意してください。

　競技時間内にフィニッシュできなければ減点します。

また、16:00 までには必ずフィニッシュしてください。

スタート後、途中で競技を止める場合でもフィニッシュ

は必ず通過してください。

　正解表は 16:00 以降、および、翌日の受付で配布します。

競技当日に限り、16:00 以降 17:00 撤収まで、道を外れ

てコントロール付近まで反省および正解確認に行くこと

ができます。

　正解に疑問のある場合は大会受付で所定の質問用紙に

て質問してください。質問提出の期限は 17 日の 17:00 ま

でとします。

　結果発表・表彰
　競技の翌日、結果を公式掲示板に掲示します。当日の

速報は行いません。

表彰はクラブカップリレーの表彰の前に行います。

表彰対象は以下の通りです。

・個人 (総合 )　各クラス上位 3名

・個人 (学生特別表彰 )　学生の中で各クラス上位 3名

・団体 ( 総合 )　上位３クラブ ( 所属が同じで、A クラス

に参加した上位 3名の点数・タイムの合計 )

・　団体 ( 学生特別表彰 )　学生クラブのうち、上位３ク

ラブ

学生が総合で上位になれば、総合と学生特別表彰の表彰

者が重複します。

　本大会 A クラスの 5 位 ( 総合 ) までの方には、平成 19

年長崎県にて開催の第 3 回全日本トレイルオリエンテー

リング選手権大会の Eクラス参加資格が与えられます。

　競技情報
地図　(一部要項の記載から変更があります )

位置説明：IOF 記号　地図記号：ISSOM2005　縮尺 :1:4000

等高線間隔 :2.5m　透視可能度：3段階

テレインプロフィール

競技区域は会場の駒ヶ根高原家族旅行村内および、周辺

の森林です。全体的に斜面に位置し、数十 m の高低差が

あります。透視可能度は概ね良好です。山麓特有の小川

が多くみられます。ルートは 95% が舗装されており、普

段着・普段靴で競技が可能です。車椅子の通行を妨げる

段差はほとんどありません。
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トレイル競技情報つづき

コース

クラス 距離 登距離 難易度

ＴＡ 1100 ｍ 25 ｍ 経験者

ＴＮ 1000 ｍ 10 ｍ 初心者

トレイルＯ参加者リスト

名前	 所属	 年齢 /学年

TA	 	

荻田博文	 FMC	 28

中村洋士	 FMC	 33

前田	春正	 ＫＯＬＡ	 60

荻田	育徳	 OC⊿下野	 53

瀬口洋治	 OLCルーパー	 43

三宅文彦	 OLCルーパー	 24

長瀬陽一郎	 OLCルーパー	 27

河村　健太郎	 ＯＬＣ東海	 17

桜井　郁也	 ＯＬＣ東海	 17

児玉　悠貴	 ＯＬＣ東海	 16

小山内　崇人	 ＯＬＣ東海	 16

徳田　充宏	 ＯＬＣ東海	 15

馬場　智祥	 ＯＬＣ東海	 15

坂井　翔太	 ＯＬＣ東海	 15

田中　堅一郎	 ＯＬＣ東海	 15

山田　晋太朗	 ＯＬＣ東海	 15

近藤　康満	 ＯＬＣ東海	 15

平井　皓基	 ＯＬＣ東海	 14

武藤　康史	 ＯＬＣ東海	 14

山中　晴揮	 ＯＬＣ東海	 14

吉川　祐紀	 ＯＬＣ東海	 13

山上　雄矢	 ＯＬＣ東海	 13

箱山　昂汰	 ＯＬＣ東海	 13

村上　宗一郎	 ＯＬＣ東海	 13

森川　敏治	 ＯＬＣ東海	 13

深田　恒	 ＯＬＣ東海	 13

宮西　優太郎	 ＯＬＣ東海	 13

相川　裕太	 ＯＬＣ東海	 13

大野　聡生	 ＯＬＣ東海	 34

磯部	貞夫	 OLP 兵庫	 70

山本	賀彦	 ＯＬＰ兵庫	 42

内山	孝博	 ＯＬＰ兵庫	 49

樺沢秀近	 Team白樺	 32

片山裕典	 おいぐす	 28

小林	康浩	 大阪 OLC	 38

阪本	博	 大阪 OLC	 41

澤地	實	 大阪 OLC	 60

中安	正弘	 大阪 OLC	 60

中原	信一	 大阪 OLC	 48

野沢	建央	 大阪 OLC	 44

谷村	正樹	 大阪 OLC	 35

小池	英希	 丘の上	 31

濱崎	志紀	 おれんたぁ	 33

奥田健史	 京葉OLクラブ	 33

早野	哲朗	 京葉 OLクラブ	 47

田中	徹	 京葉 OLクラブ	 48

齋藤	和助	 京葉 OLクラブ	 46

櫻本	信一郎	 京葉OLクラブ	 25

辻村	修	 コンターズ	 71

久保井	輝政	 サン・スーシ	 61

尾上秀雄	 サン・スーシ	 60

森川正巳	 外濠之会	 43

玉祖秀人	 ぞんび～ず	 27

若木まりも	 ぞんび～ず	 25

菅原	琢	 多摩 OL	 41

奥　文法	 多摩OL	 31

町井	稔	 多摩 OL	 47

鈴木規弘	 多摩OL	 49

鈴木清美	 多摩OL	 47

荒井正敏	 多摩OL	 50

高橋　厚	 多摩OL	 76

藤島	由宇	 チーム新潟	 28

茅野	耕治	 ワンダラーズ	 45

今井信親	 ワンダラーズ	 65

伊藤清	 ワンダラーズ	 62

小嶋信義	 ワンダラーズ	 63

五十嵐	則仁	 横浜ＯＬクラブ	 49

大栗	宗	 横浜ＯＬクラブ	 27

塚田	元朗	 京都 OLC	 67

吉村	年史	 広島 OLC	 34

市橋	国之	 朱雀ＯＫ	 39

前田	哲史	 朱雀ＯＫ	 28

深川	陽平	 朱雀ＯＫ	 28

澤田留己	 朱雀ＯＫ	 26

加納尚子	 朱雀ＯＫ	 37

福井智	 朱雀ＯＫ	 31

福井渚	 朱雀ＯＫ	 30

禅洲拓	 渋谷で走る会	 26

浜端紀行	 渋谷で走る会	 25

志村直子	 渋谷で走る会	 32

中山勝	 春日部ＯＬＣ	 65

中島	克行	 静岡 OLC	 44

田濃邦彦	 静岡OLC	 31

石井	龍男	 千葉ＯＬＫ	 55

大塚	校市	 千葉ＯＬＫ	 56

福原　正三	 川越ＯＬＣ	 46

山崎	貴幸	 川越ＯＬＣ	 28

坂田	年男	 川越ＯＬＣ	 56

福田	雅秀	 川越ＯＬＣ	 43

西沢	敦	 東京 OLクラブ	 43

清水	栄一	 東近グルマ	 69

植松裕子	 東近グルマ	 56

佐藤政明	 東近グルマ	 61

降旗	健	 東大ＯＬＫ 24期	25

水嶋	孝久	 入間市OLC	 30

山西	一徳	 入間市OLC	 72

田中	博	 入間市OLC	 65

田中	洋子	 入間市OLC	 63

深澤	博子	 入間市OLC	 29

関口	道広	 入間市OLC	 36

田島	三郎	 入間市OLC	 64

海老沢	正	 入間市OLC	 56

久保田	優	 入間市OLC	 52

山崎	直一	 入間市OLC	 54

渡辺	徹也	 入間市OLC	 50

渡辺	加与美	 入間市OLC	 46

木村	耕平	 入間市OLC	 30

井上	博人	 入間市OLC	 24

大野隆久	 浜松OLC	 43

田代	雅之	 方向音痴会	 41

宮崎敦司	 	 47

角田明子	 岩手県立大学	 4

川村麻衣	 岩手県立大学	 3

栗城吾央	 岩手県立大学	 3

笹木　和美	 岩手大学	 1

津島　直樹	 岩手大学	 1

田村	貴文	 岩手大学	 2

浅井	貴弘	 岩手大学	 4

阿部	敬寿	 岩手大学	 4

高橋　大輔	 岩手大学	 3

高橋　直樹	 岩手大学	 5

丸藤　純	 岩手大学	 3

山本　秀洋	 岩手大学	 3

小松田	成幸	 岩手大学	 4

盛合　宏太	 岩手大学	 2

根本　真弓	 岩手大学	 1

臼倉	由起	 岩手大学	 3

高橋　摩帆	 岩手大学	 3

福田	重一	 岩手大学	 4

角森　哲博	 岩手大学	 3

中野　敬太	 岩手大学	 3

奥村　由紀	 岩手大学	 1

市川	雄一朗	 大阪外国語大学	 4

入谷	健元	 京都大学	 3

吉野	信	 京都大学	 4

西村	徳真	 京都大学	 3

渡辺	和之	 京都大学	 3

稲垣	孝宣	 京都大学	 3

大西	康平	 京都大学	 4

高橋	良平	 京都大学	 2

濱崎嘉久	 静岡大学	 4

中山	史野	 東京大学	 2

中尾	吉男	 東京大学	 3

吉田	知峻	 東京大学	 3

西久保	史明	 東京大学	 3

太田	康博	 東京大学	 2

前田	肇	 東京大学	 3

奥原　徹	 東京大学	 2

日下雅広	 東北大学	 2

勝田弘	 東北大学	 2

齋藤祐也	 東北大学	 4

大橋悠輔	 東北大学	 1

高田弘樹	 東北大学	 2

山下博徳	 一橋大学	 1

若林	宗平	 北海道大学	 4

山口	拓也	 北海道大学	 4

金野愛子	 宮城学院女子大学	3

田島	佑輔	 大阪大学	 4

富田	康介	 大阪大学	 2

志茂	由加子	 東京女子大学	 3

TN	 	

後藤崇	 Love'99	 26

大林	俊彦	 大阪 OLC	 42

坂本	忠	 大阪 OLC	 44

濱崎	志紀	 おれんたぁ	 33

鈴木	挙直	 京葉 OLクラブ	 40

渡辺　幸	 チームスキーＯ	 13

東野基生	 チームスキーＯ	 13

竹内	誠史	 チーム新潟	 24

竹内	千晶	 チーム新潟	 25

遠藤光歩	 東京OLクラブ	 44

遠藤豪志	 東京OLクラブ	 13

須貝	義和	 京都 OLC	 43

須貝	駿貴	 京都 OLC	 15

高橋	良平	 京都大学	 2

中尾	吉男	 東京大学	 3

吉田	知峻	 東京大学	 3

西久保	史明	 東京大学	 3

前田	肇	 東京大学	 3

倉田泰之	 松阪ＯＬＣ	 49

大塚	ふみ子	 千葉ＯＬＫ	 52

小山	達之	 千葉ＯＬＫ	 16

福原　和生	 川越ＯＬＣ	 15

齋藤	英之	 川越ＯＬＣ	 46

齋藤	まどか	 川越ＯＬＣ	 45

菅家	征史	 川越ＯＬＣ	 65

榎本	清美	 川越ＯＬＣ	 32

海野	忠秋	 川越ＯＬＣ	 66

海野	とみ子	 川越ＯＬＣ	 58

高野　美春	 東京ＯＬクラブ	 18


