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駒ヶ根高原大会兼駒ヶ根市民オリエンテーリング大会
９月１７日 (土 )

　美味しい空気を吸いながら、地図を読みながら歩くことの楽しさを味わって下さい。地元の方でも「へえっー！」と

思うような、その場所に行かない限り判らないようなクイズ込みのオリエンテーリングです。会場と駒ヶ根高原の観光

地をめぐる簡単なコースです。学生選手権（インカレ）とは完全に使用範囲が区切られています。長い時間帯で受付し

ていますので、クラブカップやインカレなどの一連のイベントに参加の方も、連れ添いのご家族の方も、地元住民の方

もご気軽に参加いただけます。走って速いタイムを出すのも良いですが、速いから上位○名が表彰されるという競技で

はありません。それなりの観光もしてこないとクイズに答えられず「完走」できません。お弁当を持ってゆっくり観光

しながら競技することも、競技の途中に観光案内所 2F で地元の名産で舌鼓をうつことも構いません。表彰にはジャスト

タイム賞（ゴール時刻によって指定タイムは変動）もありますので、ゴール閉鎖までたっぷり時間かけて回ってきても

表彰される可能性があります。

駒ヶ根高原の魅力を再発見

受付の場所

学生選手権を行っているステージの裏側です。

事前申込方

受付にて、競技のやり方の説明を受け、コントロールカー

ド、カードを手首に装着するためのゴムひもなどを受け

取ります。当日受付もあります。スタート時刻指定など

競技準備に関することはすべて当日のご案内になります。

当日参加の方

当日参加費を支払っての参加も歓迎いたします。

一般：2,500 円

高校生以下：1,000 円

小学生以下と地元の方：200 円

駒ヶ根フリーパス利用者：無料

申込手続き完了後は事前申込の方と同様です。

その他の注意

※フリーパスを利用しての当日参加利用も可能ですが、

残地図や運営の状況次第で長くお待ちいただくか、お断

りすることもありますので予めご了解下さい。

※学生選手権表彰式後も、すぐ受付を行えば「駒ヶ根高

原大会」に参加できるよう受付終了時刻は、柔軟に対応

いたします。

※個人でもグループ（２人～５人）でも参加できます。

参加費は同じです。地図は 1人 1枚お渡しします。

※クイズの回答をメモする為に、筆記用具の携帯が必要

です。筆記用具は参加者ご自身がご準備下さい

　受付 (9:00 ～ 14:30)・参加方法

　クラス

光前寺ヒカリゴケ クラス

　会場の家族旅行村から、近くの光前寺や大沼湖のあた

りをめぐる。一生懸命走って３０分程度。

駒ヶ根高原菅ノ台 クラス　

　光前寺や大沼湖はもちろん、駒ケ岳ロープウェーの登

り口のバスターミナルや観光案内所や大田切川の吊り橋

のあたりまで行きます。一生懸命走って６０分程度

　スタート

　受付横に高原大会のスタート枠があります。指定され

たスタート時刻の 3 分前になりましたら枠に入り、1 分ご

とに前の枠に進み、1 分前にコントロールカードのチェッ

クを受け、地図とクイズ問題を受け取ります。時間になっ

たらスタートします。

　競技方法

フリーポイント＆クイズオリエンテーリングです。

おとりのコントロールがあります。

◆地図には、スタート（△）、ゴール（◎）の他、いくつ

かの○が記されています。番号、位置説明などは記され

ていません。○の中心位置は下記のいずれかの意味にな

ります。

「１」通常のオリエンテーリングのコントロールフラッグ

と通過証明用の針パンチ（パンチ台、もしくは吊るしパ

ンチ）

「２」パーマネントコースのコントロール　パンチはあり

ません。パーマネントコントロールに記されたアルファ

ベットのコードがクイズに回答するための材料になりま

す。

「３」クイズの回答の観光ネタ、コントロールフラッグは

置いてありません。

「４」まったく何も無し（ただのダミー）

◆上記１の通過証明として、コントロールフラグに記さ

れた番号と同じ番号のカードのチェック欄にパンチをし

ます。また、すべてのクイズに正解できるよう必要なコン

トロールを通過して、現地を観察してきます。ちゃんと

観光してこないとクイズに答えることはできません。光

前寺ヒカリゴケクラスは、６個以上のパンチ、駒ヶ根高

原菅ノ台クラスは１０個以上のパンチを集めて、クイズ

の解答欄を全部書き終えたらゴールに向かいます。この

ことを満たせば、地図に記された○を全部回る必要はあ

りません。

◆フィニッシュ閉鎖は１６: ３０です。この時刻までには

必ずゴールするようお願いします。また、チェックを受

けずに無断でお帰りにならないようお願い致します。無

届帰宅は、捜索の対象となり、大変な迷惑がかかります。
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　表彰

　コントロールカードの正しい位置に正しいパンチが必

要数為されていて、クイズに全問正解している方を「完走」

といたします。完走した方（チーム）のうち、主催者が

定めるタイム（ものすごく速い優秀タイム、もしくはゴー

ル時刻ごとに設定されたジャストタイム（例えば、14:00

～ 15:00 のゴールでは、所要 2 時間から 2 時間 10 分の間

のチームとか）をビンゴ賞としてその場で表彰、またク

イズに全問正解の方（チーム）にももれなく参加賞があ

ります。全体の成績は翌日および公式ホームページにで

発表いたします。

　使用地図

「霊犬早太郎伝説」縮尺　1:10,000　等高線間隔　5m　通

行可能度　4段階表示

　A4 サイズ　ISOM 規定地図　16 日のインカレロングモデ

ルイベントと同じ地図になります。

　クイズの例

・霊犬早太郎のしっぽはどっち向いている？

・超難読漢字の名所のよみカナを答える（現地に行けばわ

かります）

・パーマネントコントロール（ＰＣ）に記されたアルファ

ベット記号に関する問題、範囲内のＰＣ全部回らなくて

も、回答は導き出せるようになっています。

いずれにしても、現地に行けば、そしてその場でちゃん

観光（見るとか、看板を読むとか、パンフレットを集め

るとか、光前寺でお札を売っている女性に聞くとか）し

てくれば判る簡単なクイズです。しかし行かない限り正

解は判りません

駒ヶ根高原大会参加者リスト
名前	 所属	 年齢

ヒカリゴケ	 	

柳澤　千賀子	 ES 関東 C	 41

柳澤　創	 ES 関東 C	 9

寺田	保	 ＫＯＬＡ	 60

奥野	有弓	 ＫＯＬＡ	 28

河内谷	名保子	ＫＯＬＡ	 25

平山	友啓	 ＫＯＬＡ	 28

前田	春正	 ＫＯＬＡ	 60

後藤崇	 Love'99	 26

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

内山	孝博	 ＯＬＰ兵庫	 49

兼田僚太郎	 Team白樺	 29

兼田史子	 Team白樺	 29

大林	俊彦	 大阪 OLC	 42

谷村	正樹	 大阪 OLC	 35

玉木	沙羅々	 大阪OLC	 10

小山清	 京葉OLクラブ	 48

田中	徹	 京葉 OLクラブ	 48

鈴木	挙直	 京葉 OLクラブ	 40

久保井	輝政	 サン・スーシ	 61

尾上秀雄	 サン・スーシ	 60

鈴木茜	 多摩OL	 16

鈴木萌	 多摩OL	 12

渡辺　幸	 チームスキーＯ	 13

東野基生	 チームスキーＯ	 13

藤島	由宇	 チーム新潟	 28

丸山	則和	 チーム新潟	 40

遠藤光歩	 東京OLクラブ	 44

遠藤豪志	 東京OLクラブ	 13

遠藤崇志	 東京OLクラブ	 9

高野由紀	 東京OLクラブ	 47

　・夏美

田之村	悠紀子	みやこOLC	 26

伊藤清	 ワンダラーズ	 62

小嶋信義	 ワンダラーズ	 63

須貝	義和	 京都 OLC	 43

須貝	駿貴	 京都 OLC	 15

禅洲拓	 渋谷で走る会	 26

志村直子	 渋谷で走る会	 32

中山勝	 春日部ＯＬＣ	 65

大塚	ふみ子	 千葉ＯＬＫ	 52

長友	武司	 千葉ＯＬＫ	 43

長友	美子	 千葉ＯＬＫ	 38

長友	和香	 千葉ＯＬＫ	 15

長友	聖太	 千葉ＯＬＫ	 13

齋藤	英之	 川越オリエンテーリングクラブ	46

齋藤	まどか	 川越オリエンテーリングクラブ	45

菅家	征史	 川越オリエンテーリングクラブ	65

榎本	清美	 川越オリエンテーリングクラブ	32

海野	忠秋	 川越オリエンテーリングクラブ	66

海野	とみ子	 川越オリエンテーリングクラブ	58

清水	栄一	 東近グルマ	 69

和泉澤	誠	 方向音痴会	 35

廣瀬	二郎	 方向音痴会	 38

廣瀬	諒太郎	 方向音痴会	 6

小澤	啓	 方向音痴会	 37

佐藤	智香	 	 33

榊原明美	 	 28

酒井佳子	 	 35

菅の台	 	

荻田博文	 FMC	 28

中村洋士	 FMC	 33

永瀬	真一	 ＫＯＬＡ	 38

横田	実	 ＫＯＬＡ	 43

東口晴一	 Team白樺	 24

田崎友康	 Team白樺	 28

澤地	實	 大阪 OLC	 60

中安	正弘	 大阪 OLC	 60

野沢	建央	 大阪 OLC	 44

小池	英希	 丘の上	 31

高橋義広	 京葉OLクラブ	 67

玉祖秀人	 ぞんび～ず	 27

番場洋子	 ぞんび～ず	 27

小野	賢二	 多摩 OL	 48

菅原	琢	 多摩 OL	 41

奥　文法	 多摩OL	 31

五十嵐	則仁	 横浜ＯＬクラブ	 49

平野良彦	 京葉ＯＬクラブ	 43

前田哲史	 朱雀ＯＫ	 28

　( 他 1名 )

深川陽平	 朱雀ＯＫ	 28

　( 他 1名 )

福井智	 朱雀ＯＫ	 31

　( 他 1名 )

福原　正三	 川越オリエンテーリングクラブ	46

福原　和生	 川越オリエンテーリングクラブ	15

山崎	貴幸	 川越オリエンテーリングクラブ	28

坂田	年男	 川越オリエンテーリングクラブ	56

福田	雅秀	 川越オリエンテーリングクラブ	43

平　雅夫	 多摩OL	 54

天明英之	 東京OLクラブ	 53

佐藤政明	 東近グルマ	 61

関口	道広	 入間市OLC	 36


