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スプリント受付

★学校単位の受付

２日間共通の項目参照、スプリントレースに申し込んだ方のバッ

クアップラベルも入っています。

★学校単位の受付者以外

e-card ／バックアップラベルは、カレンダーケースによるセル

フサービス式です。２レース分申し込んだ方は、２レース分の

バックアップラベルが入っています。

★ e-card レンタルの当日受付（500 円）

スプリント当日参加

クラス 適用 参加費

ME・WE 別途定める有資格者 4,500 円

M12・W12 小学生以下 1,000 円

M15・W15 中学生以下 1,000 円

M18・W18 高校生以下 1,000 円

M20・W20 20 歳以下 2,500 円

M21・W21 年齢無制限 2,500 円

M35・W35 35 歳以上 2,500 円

M50・W50 50 歳以上 2,500 円

用意した地図およびスタート時間枠がなくなり次第、終了させ

ていただきます。その際は、まだ空きがあるコースで走ること

もできますが、年齢枠を満たさない場合は記録はオープン扱い

となります。

スプリント公式掲示板

　当日直前までに生じた変更、重要なお知らせなどは、受付横

の公式掲示板で案内します。

　各自で必ずご確認下さい。

スプリント地図

日光だいや川公園　

縮尺･･1:5,000･････等高線間隔･･2.5m

通行可能度･･4 段階＋通行禁止の 5種

サイズ･･E 予選・一般　A4 判 /E 決勝 A3 判

※本大会で用いる特殊記号は下記の通りです。( 地図記号の凡例

は特殊記号のみ印刷されています )

・･水呑場等の水系人工特徴物：× (青 )

・･街灯・放送塔（両者の形状は同じ）：○（黒）／ディスクリプ

ションも「○」を使用　　※通信塔は「Ｔ」で表記しています。

・･石でできたモニュメント、石仏等：○の中に・･→ケルンと同

じ表記（黒）

・･公園管理上の小さな構造物、山林内の小さな神社：×（黒）、

ベンチは不採用

・･切り株・倒木は、目立つもののありますが、表記していません。

※当日の天気次第ですが、晴天の場合は競技用の地図は事前に

ビニール袋に入れておきません。スタートにビニール袋は用意

致しますが、利用するか否かは参加者でご判断下さい（不燃ご

みの減量化にご協力下さい）。

東武日光線

トイレ

食堂 パーゴラ
（雨天待避所）

花どけい

駐車場駐車場

10日（土）スプリントカップ最終戦

決勝
最終コントロール

テント設営
可能エリア

東武日光線「上今市駅」
及びバス停「瀬川」より

予選・一般クラス
テープ誘導ここから
予選・一般クラス
テープ誘導ここから

予選・一般クラス
スタート地区へ
600m

決勝
スタート地区へ
2ｋｍ

決勝スタートへ
（テープ誘導無し）
決勝スタートへ
（テープ誘導無し）

本部

0 100m

参加者
駐車区画
参加者
駐車区画
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競技

・コース設定者　山川克則

・Ｅ予選／一般スタート

　２車線の貫通道路北側がテレインになります。陸橋「見晴橋」

をわたって北側に渡っていただきます。「見晴橋」のたもとから

黄色テープ誘導600m。フィニッシュもこのすぐ近くになります。

帰りの会場への誘導も同じテープ誘導をたどって下さい。

・Ｅ決勝 /スタートリスト公表 /ナンバーカード配布

　決勝へは予選のＭＥ上位 15 人、ＷＥ上位 10 人が進出します。

決勝ではナンバーカードを体の前後に着用していただきます。

予選のタイムの遅かった順に早いスタートになり、以下２分間

隔でスタートします。予選の成績が確定し、準備ができ次第、

スタートリストを公表し、ナンバーカードを配布します。安全

ピンは主催者側で用意します。惜しくも決勝に進めなかった方

は、Ｂ決勝（Ａ決勝と同じコース）を指定時間帯（15:10-15:30）

に自由スタートで走ることができます。フィニッシュ閉鎖は

16:00 です。

日本スプリントオリエンテーリング地図図式規程／ JSSOM2007

スプリント以外のフットオリエンテーリング用の地図表記

(JSOM) とスプリント用地図との大きな違いを説明しておきます。

１．通過禁止の黒で表される特徴物は、JSOM よりかなり太く誇

張されて描かれており、高速でナヴィゲーション中でも読みや

すくなっています。「がけ、柵」などが相当し、通過禁止となり

ます。

２．これまでの JSOMで通過不能とされた特徴物 (建物、河川、湖・

池、黄緑色で表わされた私有地 ) などは、通過禁止。青の面状

特徴物に関しては、通過禁止と通過可能を 2･段階の色の濃さで

表記。

３．通行可能度が５段階となり、黒を若干混ぜて濃い緑色で表

わされる植生は、通過禁止となります。JSSOM2007 のマイナー改

定により、緑の植込が太さ 0.25 から、0.40 に太くなり読みやす

くなると同時に、適切な誇張をしなくてはならなくなりました。

４．これらの通過禁止の特徴物を通過した場合、競技者は失格

となります。本テレインでも、複雑に絡み合う植込の間を巧み

に抜けることをコースの課題としていますが、植込の飛び越え

や、無理に突っ切ることは反則行為となります。

５．道は基本的に実幅で表わされます。道路という記号はなく

なり、舗装面とその境界という概念になります。また、舗装面

の上面にも高低差を表す等高線をもれなく表記する必要があり

ます。

６．階層構造の表記について、主に通過する面を表記し、下層

の通過可能な通路について表記することになりました。階段の

記号も設定されています。

５項と６項を組み合わせれば、JSSOM 地図では表現不可能であっ

た階層構造についてもある程度論理的に正しく表記できるよう

になりました。バリアフリー対応の歩道橋に関しては等高線表

記と階段表記と下層の通過可能面との組み合わせになります。

スプリント種目特有の新しい規則を十分にご理解いただき、公

正な競技、テレインの適正な使用に努めて下さい。JSSOM は、

ISSOM を日本語訳し、日本特有の記号についても記述したもので、

日本オリエンテーリング協会のウェブサイトにあります。

http://www.orienteering.or.jp/newbb+download.url+mi_JSSOM

_2007_1173928371000.pdf

テレイン概要

　オリエンテーリングの聖地“日光”においても、今まで地図

作成がなされてこなかった区域を完全ニューマップで提供しま

す。日光杉並木街道と大谷川の間にはさまれた河川敷の平地林

がテレインで、県営の大規模都市公園“日光だいや川公園”と

周辺の森林で構成されます。森林部分の植生は良好で、ところ

どころ微地形が発達し、富士山麓を彷彿させるような地形です。

ところどころ岩場で走りづらい地表面もありますが、概して超

高速でのオリエンテーリングが可能なテレインです。公園部分

では、農業体験エリアやニュースポーツ広場など、自由な立入

が制限される場所も多く、そのような場所では道を走ることに

なります。

　コース距離・登距離・予想優勝時間

　コース距離は大会前日までに web 上で発表します。また、当

日公式掲示板に掲示します。各コースともウイニングタイム

１５～１８分で設定します。

e-card 返却

　翌日の競技に参加せず、スプリントで終了となる方は、各自

で洗って所定の場所に返却して下さい。それ以外の翌日以降も

使われる方は、そのまま各自で持っていて下さい。

その他の注意事項情報

・全ての種類のスパイクシューズはスプリント競技では使

用禁止です。公園北側の芝生の養生が目的です。

・今回の会場は、小さなお子様や年配の方の来場が非常に

多い公園です。衝突することが決して無いように、気配

りをして競技してください。万一衝突事故によってでた

苦情により、問題が表面化した場合、今後日光でのオリ

エンテーリング活動が一切不可能になることもあり得ま

す。（渉外できつく言われていますのでご協力お願い致し

ます）

・決勝の地図は回収させていただき、返却は翌日になりま

す。当日帰られる方は郵送しますので、封筒に住所名前

を記入して提出下さい。封筒はこちらで用意します。予

選の地図は、当日にも販売しますし、翌インカレの日には、

ウォームアップとして利用していただけます。

表彰

　E クラス以外は、E クラス決勝のスタート前に表彰式を行いま

す。Eクラスは入賞者が確定後、すぐに表彰式を行います。

表彰対象は、上位３名です。

・Ｅ決勝スタート　会場からスタートまで 2000m

･役員専用駐車場入り口から外に出て、2 車線の公園貫通

道路の南側の歩道を 1800m 日光駅方面へ向かう。日光野

口病院入口からテープ誘導を開始、テープ誘導 200m でス

タート。尚、スタート地区を会場から離れた場所にせざ

るを得なかったため、要項で公示した、0.1 秒単位の計時

はできなくなりました。申し訳ありません。
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　スプリント競技スタートリスト

ＭＥ	 	 	 	 	

12:00	 山根	祥延	 大阪ＯＬＣ	 44	 408420

12:02	 大塚	友一	 京葉 OLクラブ	 29	 483384

12:04	 鶴田　翔一	 金沢大学	 	 レンタル

12:06	 源後	知行	 ぞんび～ず	 31	 107900

12:08	 黒田	幹朗	 Team	SKI-O	 30	 レンタル

12:10	 池	陽平	 ＯＬＣルーパー	 24	 レンタル

12:12	 西田陽一	 ドーコン JC	 36	 レンタル

12:14	 藤生	考志	 東京ＯＬクラブ	 38	 401576

12:16	 柴田達真	 Team	SKI-O	 32	 レンタル

12:18	 紺野	俊介	 横浜 OL ｸﾗﾌﾞ	 29	 402170

12:20	 土井　聡	 ES 関東 C	 34	 レンタル

12:22	 佐々木	良宜	 ときわ走林会	 27	 レンタル

12:24	 早野	哲朗	 京葉 OLクラブ	 48	 401342

12:26	 山本	真司	 ES 関東 C	 33	 488193

12:28	 高橋	善徳	 みちの会	 30	 483352

12:30	 小泉	成行	 ときわ走林会	 29	 401887

12:32	 奥田　健史	 京葉OLクラブ	 34	 404805

12:34	 鈴木陽介	 名古屋大学	 	 92756

12:36	 小暮	喜代志	 ES 関東 C	 32	 76925

12:38	 安井	真人	 三河ＯＬＣ	 30	 401509

12:40	 櫻本	信一郎	 京葉OLクラブ	 26	 478441

12:42	 藤沼崇	 ES 関東 C	 23	 487843

12:44	 岩城徹	 東北大OLCOB	 23	 402056

12:46	 山口	大助	 ES 関東 C	 32	 483370

12:48	 松澤俊行	 三河ＯＬＣ	 35	 400810

ＷＥ	 	 	 	 	

12:01	 寺嶋	貴美江	 ES 関東 C	 36	 408426

12:03	 加納	尚子	 朱雀ＯＫ	 37	 483354

12:05	 皆川	美紀子	 みちの会	 26	 66123

12:07	 渡辺	円香	 ES 関東 C	 32	 77045

12:09	 千葉	光絵	 上尾 OLC	 24	 401829

12:11	 酒井佳子	 Team	SKI-O	 35	 404971

12:13	 志村	直子	 渋谷で走る会	33	 63893

12:15	 土井　美晴	 ES 関東 C	 27	 レンタル

12:17	 朴峠	周子	 ときわ走林会	24	 404557

　時刻　　氏 名　　　　　所 属　　　 　年齢　mycar　

M21(2 枠、3コース )	 	 	 	 	
12:00	 臼井　佑真	 静岡大学	 	 113524

12:01	 天笠	真吾		 五反田で○る会	 21	 レンタル

12:02	 渡会　真一	 静岡大学	 	 113502

12:03	 吉田	知峻		 東京大学	 	 92737

12:04	 田村	貴文	 岩手大学	 	 76883

12:05	 安保	寛明	 岩手県立大学	 	 38795

12:06	 太田	康博	 東京大学	 	 92713

12:07	 大牧勇人	 名古屋大学	 	 83127

12:08	 石塚	脩之	 東北大学	 	 405211

12:09	 室田	知宏	 みやこOLC	 23	 64099

12:10	 栗城	吾央	 岩手県立大学	 	 92833

12:11	 八神	遥介	 東北大学	 	 レンタル

12:12	 西村徳真	 京都大学	 	 114658

12:13	 田代雅之	 	 42	 405664

12:14	 林	泰斗	 東北大学	 	 405805

12:15	 谷村	正樹	 杉風会	 36	 76598

12:16	 坂田	周哉	 東京大学	 	 レンタル

12:17	 尾崎亮輔	 京都大学	 	 114661

12:18	 笹谷	淳一	 五反田で○る会	 26	 レンタル

12:19	 毛呂　悠紀	 静岡大学	 	 113500

12:20	 福田	雅秀	 川越ＯＬＣ	 44	 レンタル

12:21	 大森　祐介	 静岡大学	 	 113523

12:22	 深見	祐次	 五反田で○る会	 30	 レンタル

12:23	 八重樫	集	 東北大学	 	 403905

12:24	 田濃	邦彦	 静岡 OLC	 32	 404050

12:25	 入谷健元	 京都大学	 	 114656

12:26	 青木　大輔	 静岡大学	 	 113511

12:27	 降旗	健	 杏友会	 25	 レンタル

12:28	 市川　雄一朗	 ごんべえズ	 23	 レンタル

12:29	 高橋	良寿	 岩手県立大学	 	 92838

12:30	 熊谷	智之	 留寿都OC	 28	 401764

12:31	 早川　崇	 静岡大学	 	 113496

12:32	 足立	辰彦	 OLCルーパー	 44	 405384

12:33	 橋本　浩一	 武相ＯＬＫ	 35	 404857

12:34	 田中	裕也	 東京大学	 	 82522

12:35	 角岡	明	 つるまいOLC	 48	 488207

12:36	 日浅巧	 大阪大学	 	 レンタル

12:37	 吉村	年史	 京葉 OLクラブ	 35	 401654

12:38	 小林正朋	 名古屋大学	 	 84960

12:39	 竹内	誠史	 新潟杏友会	 25	 レンタル

12:40	 内藤	愉孝	 浜松 OLC	 26	 401958

12:41	 藤森　祐耶	 静岡大学	 	 113521

12:42	 前田	肇		 東京大学	 	 90872

12:43	 勝田	弘	 東北大学	 	 405312

12:44	 五島　良洋	 静岡大学	 	 113487

12:45	 石井	龍男	 千葉ＯＬＫ	 56	 404097

12:46	 山口	卓也	 航走の会	 25	 レンタル

12:47	 大塚	弘樹	 入間市OLC	 27	 403346

12:48	 清水	善郎	 東北大学	 	 404666

12:49	 大月　隆寛	 静岡大学	 	 113498

12:50	 高橋良平	 京都大学	 	 114665

12:51	 矢萩　靖	 	 35	 488142

12:52	 渡辺　英男	 鳩の会	 34	 レンタル

12:53	 山口	尚宏	 OLCルーパー	 31	 77011

12:54	 丹羽　将隆	 静岡大学	 	 113492

12:55	 中尾	吉男		 東京大学	 	 92732

12:56	 青山	弘毅	 筑波大学	 	 84001

12:57	 千々岩	瞳	 東北大学	 	 404676

12:58	 寺川　拓	 静岡大学	 	 113501

12:59	 中原信一	 大阪OLC	 49	 403344

13:00	 上野	光	 東北大学	 	 404686

13:01	 新家　正宏	 静岡大学	 	 113518

13:02	 長屋　潤	 武相ＯＬＫ	 21	 114793

13:03	 大井	恵介	 o-news	 23	 401285

13:04	 高橋	大輔	 岩手大学	 	 レンタル

13:05	 小笠原揚太郎	 東京OLクラブ	 68	 401810

13:06	 久保	和輝	 岩手県立大学	 	 92828

13:07	 大類　健介	 静岡大学	 	 113505

　時刻　　氏 名　　　 　　所 属　　　年齢　mycard



��

13:08	 吉野信	 希林の会	 23	 64194

13:09	 原田　怜	 静岡大学	 	 113499

13:10	 大杉	祥二	 筑波大学	 	 84015

13:11	 岩崎	慶士	 東京農工大学	 	 92839

13:12	 山崎	貴幸	 川越 OLC	 29	 レンタル

13:13	 藤本　裕介	 越王会	 24	 レンタル

13:14	 定永　悠佑	 静岡大学	 	 113516

13:15	 大久保	裕介	 ES 関東 C	 33	 レンタル

13:16	 大林	俊彦	 大阪ＯＬＣ	 43	 83992	

M20(3 枠、4コース )	 	 	 	 	
12:00	 琢磨和晃	 名古屋大学	 	 119177

12:01	 中村	匠吾	 岩手大学	 	 レンタル

12:02	 桶田　雄史	 静岡大学	 	 113519

12:03	 湯田	俊輔	 東北大学	 	 405286

12:04	 小澤宏紀	 名古屋大学	 	 119158

12:05	 吉田	昌弘	 東北大学	 	 レンタル

12:06	 栄森貴久	 京都大学	 	 114668

12:07	 笹木	和美	 岩手大学	 	 108750

12:08	 浦川貴広	 京都大学	 	 114672

12:09	 後藤	義光	 岩手大学	 	 レンタル

12:10	 笹見尚宏	 大阪大学	 	 レンタル

12:11	 松矢將太郎	 京都大学	 	 114676

12:12	 山川雅也	 名古屋大学	 	 86165

12:13	 山本　哲也	 静岡大学	 	 113509

12:14	 竹ヶ原	一樹	 岩手大学	 	 117467

12:15	 沢厚太朗	 名古屋大学	 	 119161

12:16	 津島	直樹	 岩手大学	 	 117458

12:17	 新谷俊幸	 名古屋大学	 	 76903

12:18	 小林篤司	 京都大学	 	 114673

12:19	 三森	創一朗	 東北大学	 	 レンタル

12:20	 豊部立	 名古屋大学	 	 117487

12:21	 宇都宮圭	 京都大学	 	 114671

12:22	 鈴木　翔	 静岡大学	 	 113490

12:23	 荒木正登	 名古屋大学	 	 119156

12:24	 佐々木　達也	 静岡大学	 	 113515

12:25	 岩渕	大樹	 岩手大学	 	 117464

12:26	 櫻井	文彦	 東北大学	 	 114723

12:27	 木村	大次郎	 岩手大学	 	 117465

12:28	 上本啓太	 名古屋大学	 	 119157

12:29	 古山	啓介	 東北大学	 	 レンタル

12:30	 小林宏光	 京都大学	 	 114674

12:31	 大坂	孝久	 東北大学	 	 レンタル

12:32	 関野	雄人	 岩手県立大学	 	 レンタル

12:33	 曲木	昂	 岩手大学	 	 レンタル

12:34	 市脇翔平	 京都大学	 	 114670

12:35	 島	礼央	 岩手大学	 	 レンタル

12:36	 木原	辰之	 東北大学	 	 レンタル

12:37	 今	将晃	 岩手県立大学	 	 108746

12:38	 佐藤	良壮	 岩手大学	 	 117466

12:39	 佐藤	悠太	 東北大学	 	 レンタル

12:40	 藤田純也	 京都大学	 	 114675

12:41	 和氣	昌弘	 東北大学	 	 レンタル

12:42	 宮本佳記	 京都大学	 	 114677

M35(3 枠、4コース )	 	 	 	 	
12:45	 石川	昌	 サン･スーシ	 40	 408428

12:46	 小林	岳人	 ES 関東 C	 46	 400816

12:47	 遠藤	光歩	 東京 OLクラブ	 45	 404236

12:48	 奥村	理也	 ウルトラクラブ	 37	 406319

12:49	 松橋徳敏	 つるまいＯＬＣ	 48	 408430

12:50	 本間信行	 越王会	 35	 レンタル

12:51	 寺嶋	一樹	 ES 関東 C	 44	 408422

12:52	 谷垣	宣孝	 OLP 兵庫	 45	 406151

12:53	 齋藤	英之	 川越 OLC	 47	 レンタル

12:54	 町井	稔	 	 48	 483414

12:55	 小泉辰喜	 丘の上	 43	 405601

12:56	 山岸倫也	 みちの会	 49	 レンタル

12:57	 岡本	隆之	 OLP 兵庫	 47	 406114

12:58	 田中　徹	 京葉ＯＬクラブ	 49	 405371

12:59	 杉本	光正	 ES 関東 C	 44	 483406	

M50(4 枠、5コース )	 	 	 	 	
12:00	 尾上	秀雄	 サン・スーシ	 61	 404928

12:01	 小林二郎	 愛知OLC	 56	 404356

12:02	 鈴木	栄一	 	 64	 483407

12:03	 鈴木	健夫	 京葉ＯＬクラブ	 51	 レンタル

12:04	 荒井正敏	 多摩OL	 51	 302952

12:05	 海老沢　正	 東京ＯＬクラブ	 57	 479632

12:06	 山本	博司	 無所属	 59	 408418

12:07	 大場	隆夫	 サン・スーシ	 62	 478417

M18(4 枠、5コース )		 	 	 	 	
12:10	 本間　貴之	 武相ＯＬＫ	 18	 レンタル

12:11	 湊　洋平	 武相ＯＬＫ	 17	 レンタル

12:12	 町井　瑞希	 武相ＯＬＫ	 17	 483416

12:13	 遠藤	豪志	 東京 OLクラブ	 14	 405354

12:14	 佐藤　克哉	 武相ＯＬＫ	 17	 レンタル

12:15	 境　雅臣	 武相ＯＬＫ	 18	 レンタル

W21(4 枠、5コース )	 	 	 	 	
12:20	 関谷麻里絵	 京都大学	 	 114663

12:21	 高橋美和	 Team	SKI-O	 33	 レンタル

12:22	 村上冴子	 椙山女学園大学	 	 84920

12:23	 幸村	和美	 岩手大学	 	 76897

12:24	 千葉	妙	 筑波大学	 	 84005

12:25	 横澤	夕香	 ES 関東 C	 27	 レンタル

12:26	 臼倉	由起	 岩手大学	 	 79446

12:27	 山口	季見子	 ES 関東 C	 31	 38807

12:28	 坂岡	由里江	 筑波大学	 	 84802

12:29	 川村	麻衣	 岩手県立大学	 	 92826

12:30	 田川雅美	 京都女子大学	 	 66054	

M15(4 枠、6コース )	 	 	 	 	
12:40	 大浦　洋平	 武相ＯＬＫ	 14	 408546

12:42	 栗田　欣喜	 武相ＯＬＫ	 14	 レンタル

12:44	 翁川　竜海	 武相ＯＬＫ	 14	 レンタル

12:46	 大倉　秀之	 武相ＯＬＫ	 13	 レンタル

12:48	 永原　耀	 武相ＯＬＫ	 14	 408508

12:50	 羅田　政和	 武相ＯＬＫ	 14	 408464

W20(4 枠、6コース )	 	 	 	 	
12:52	 谷口美貴	 大阪外国語大学	 	 レンタル

12:54	 水野	綾子	 東北大学	 	 レンタル

12:56	 原田　有理惠	 静岡大学	 	 113493

12:58	 本間	理紗	 東北大学	 	 レンタル

13:00	 若山　亜美里	 静岡大学	 	 113498

13:02	 武藤	優衣	 相模女子大学	 	 レンタル

12:40	 大浦　洋平	 武相ＯＬＫ	 14	 408546

12:42	 栗田　欣喜	 武相ＯＬＫ	 14	 レンタル

12:44	 翁川　竜海	 武相ＯＬＫ	 14	 レンタル

12:46	 大倉　秀之	 武相ＯＬＫ	 13	 レンタル

12:48	 永原　耀	 武相ＯＬＫ	 14	 408508

12:50	 羅田　政和	 武相ＯＬＫ	 14	 408464

W35(4 枠、6コース )	 	 	 	 	
13:04	 小林	正子	 ES 関東 C	 46	 400817

13:06	 齋藤	まどか	 川越OLC	 46	 レンタル

W50(4 枠、6コース )	 	 	 	 	
13:08	 山本	陽子	 無所属	 56	 408454

W12(4 枠、6コース )	 	 	 	 	
13:10	 小林	璃衣紗	 ES 関東 C	 9	 401592

M12(4 枠、6コース )	 	 	 	 	
13:12	 遠藤	崇志	 東京 OLクラブ	 10	 403809

　時刻　　氏 名　　  　　　所 属　　　年齢　mycard 　時刻　　 氏 名　　　       所 属　　　年齢　mycard
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トレイル 受付

受付 (11:00-14:30)

受付は会場です。

障害者の方とその介助者に限り日光だいや川公園大駐車場に駐

車券なしで駐車することができます。一般の方の駐車は駐車券

が必要です。

★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次のとおりです。

ＴＡクラス　2000･円

ＴＮクラス　1500･円

但し、大学生以下の当日申し込みは両クラスとも 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。

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

トレイル スタート
　受付にてスタート地点を指示します。

　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 100 分 ( 車イスで参加され

る方は 120 分 )です。

　ただし、14：20( 車イスの方は 14：00) 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。

トレイル 競技
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。

各コントロールから、次のコントロールへの進行方向 10-15m 付

近に針パンチがあります。そこでコントロールカードにパンチ

してください。コントロールカードは２枚重ねになっています。

重ねたまま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)。

TC に要する時間は、競技時間に含まれません。

スプリントオリエンテーリング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。

トレイル フィニッシュ
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。1枚目のカードを計算センター用に取り、2枚目を返します。

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。

トレイル 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。表彰はインカレロング表彰式の前に行います。

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。

・タイムコントロール特別表彰

･タイムコントロールの合計所要時間が最小で正解した個人を 1

名表彰します。

トレイル 競技情報
地図 「日光だいや川公園」

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

競技区域は会場の日光だいや川公園内です。

ほぼ平坦です。透視可能度は概ね良好です。

公園内には人工的に作られた丘・池・小川が存在します。

ルートはほとんどが舗装されているか、砂地の整備された歩道

です。

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

はありません。

コース

クラス･ 距離･ 登距離･ 難易度

ＴＡ･ 2400m･ ･20m･ 経験者

ＴＮ･ 1000m･ ･10m･ 初心者
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トレイル 事前申込者

氏名･ 　所属　　　　年齢 /学年
TA

吉村･年史･ 京葉 OL クラブ･ 35

遠藤･光歩･ 東京 OL クラブ･ 45

遠藤･豪志･ 東京 OL クラブ･ 14

奥田･健史･ 京葉 OL クラブ･ 34

海老沢･正･ 東京ＯＬクラブ･ 57

角岡･明･ つるまい OLC･ 48

吉野･信･ 希林の会･ 23

熊谷･智之･ 留寿都 OC･ 28

降旗･健･ 杏友会･ 25

高橋･厚･ 多摩ＯＬ･ 77

高橋･美和･ Team･SKI-O･ 33

本間･信行･ 越王会･ 35

山崎･貴幸･ 川越 OLC･ 29

松橋･徳敏･ つるまいＯＬＣ･ 48

松澤･俊行･ 三河ＯＬＣ･ 35

上村･雅俊･ JANETS･ 31

杉本･光正･ ＥＳ関東Ｃ･ 44

青木･孝道･ 杏友会･ 25

石井･龍男･ 千葉ＯＬＫ･ 56

早野･哲朗･ 京葉 OL クラブ･ 48

足立･辰彦･ OLC ルーパー･ 44

大久保･裕介･ ES 関東 C･ 33

谷村･正樹･ 杉風会･ 36

谷垣･宣孝･ OLP 兵庫･ 45

中原･信一･ 大阪 OLC･ 49

町井･稔･ ･ 48

辻村･修･ コンターズ･ 72

田代･雅之･ ･ 42

田中･徹･ 京葉ＯＬクラブ･ 49

藤生･考志･ 東京ＯＬクラブ･ 38

内藤･愉孝･ 浜松 OLC･ 26

福田･雅秀･ 川越ＯＬＣ･ 44

木村･治雄･ 入間市 OLC･ 41

櫻本･信一郎･ 京葉ＯＬクラブ･ 26

荒井･正敏･ 多摩 OL･ 51

山口･尚宏･ OLC ルーパー･ 31

若林･宗平･ 札幌農学校･ 24

西村･徳真･ 京都大学･ 4

栄森･貴久･ 京都大学･ 2

林･広明･ 京都大学･ 2

尾崎･亮輔･ 京都大学･ 3

山下･博徳･ 一橋大学･ 2

中山･史野･ 東京大学･ 3

前田･肇･･ 東京大学･ 4

矢内･剣･ 東京大学･ 1

吉田･知峻･･ 東京大学･ 4

坂田･周哉･ 東京大学･ 3

中尾･吉男･･ 東京大学･ 4

西久保･史明･ 東京大学･ 4

小林･幹明･ 東京大学･ 2

太田･康博･ 東京大学･ 3

佐々木･崇･ 新潟大学･ 4

栗城･吾央･ 岩手県立大学･ 4

今･将晃･ 岩手県立大学･ 2

高橋･良寿･ 岩手県立大学･ 3

安保･寛明･ 岩手県立大学･ 0

角森･哲博･ 岩手大学･ 4

田村･貴文･ 岩手大学･ 3

笹木･和美･ 岩手大学･ 2

高橋･大輔･ 岩手大学･ 4

盛合･宏太･ 岩手大学･ 3

臼倉･由起･ 岩手大学･ 4

根本･真弓･ 岩手大学･ 2

林･泰斗･ 東北大学･ 4

高田･弘樹･ 東北大学･ 3

太田･貴大･ 東北大学･ 3

日下･雅広･ 東北大学･ 3

戸田･瑛･ 東北大学･ 1

八重樫･集･ 東北大学･ 2

石塚･脩之･ 東北大学･ 3

松田･和政･ 東北大学･ 2

鈴木･聡子･ 東北大学･ 2

江幡･禎子･ 東北大学･ 2

吉田･祐輔･ 北海道大学･ 3

三戸部･佑太･ 北海道大学･ 3

瀧澤･真一･ 北海道大学･ 3

磯部･真也･ 北海道大学･ 2

伊藤･瑛悟･ 北海道大学･ 2

TN
遠藤･崇志･ 東京 OL クラブ･ 10

大塚･弘樹･ 入間市 OLC･ 27

武藤･優衣･ 相模女子大学･ 1

渓･静華･ 相模女子大学･ 1

沢厚太朗･ 名古屋大学･ 1

岩渕･大樹･ 岩手大学･ 1

曲木･昂･ 岩手大学･ 1

佐藤･良壮･ 岩手大学･ 1

中村･匠吾･ 岩手大学･ 1

後藤･義光･ 岩手大学･ 1

竹ヶ原･一樹･ 岩手大学･ 1

島･礼央･ 岩手大学･ 2

幸村･和美･ 岩手大学･ 0

後藤未妃･ 宮城学院女子大学･ 2

小野･智･ 宮城学院女子大学･ 3

石向･緑･ 宮城学院女子大学･ 2




