
平成 23 年度（第 7回）全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会 
開 催 要 項 

 

期  日 平成 23 年 10 月 23 日（日） 雨天決行・荒天中止 

開催地 国営越後丘陵公園 (新潟県長岡市） 
 
【主催】社団法人日本オリエンテーリング協会 
【主管】新潟県オリエンテーリング協会 
【後援】長岡市、長岡市教育委員会、社会福祉

法人 長岡市社会福祉協議会、新潟県
障害者スポーツ協会（申請中） 

【協力】特定非営利活動法人トレイル・オリエ
ンテーリング協会 

【会場】国営越後丘陵公園（越後公園管理セン
ター 〒940-2082 新潟県長岡市宮本
東方町字三ツ又 1950-1） 

【役員】実行委員長 笛木勉、 競技責任者 藤
島由宇、 コース設定者 木村治雄、
大会コントローラ 小山太朗（神奈川
県オリエンテーリング協会） 

 
【交通手段】 
・JR 長岡駅からバスで約 40 分（バス運行問
合せ：越後交通 0258-27-1060） 
(1)大手口⑥番線発「越後丘陵公園行き」に 乗
車、「越後丘陵公園」下車すぐ 

（2）大手口⑦番線発「ニュータウンセンター
行き」に乗車、「越後丘陵公園前」下車徒歩
25 分（バス停の名前が混同しやすいのでご
注意ください） 
・JR 長岡駅からタクシーで約 20 分 
・関越自動車道長岡 IC から約 10 分 

 
なお自家用車をご利用の方は、公園専用駐
車場をご利用ください（車椅子用駐車スペー
スあり）。9 時 30 分から利用可能で、利用料
金 300 円が必要です（駐車場入口の料金所で
支払い）。ただし、障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
る場合は、料金所で各種手帳を提示すると駐
車料金が無料になります。 

 
【身体障害者用の設備】 
テレイン内は全面バリアフリーであり、障害
者用トイレも各所に配置されています。 

 
【入園料】 
参加費とは別に入園料（団体料金／大人 280
円、小中学生 50 円）が必要ですので、当日
の大会受付でお支払いください。入園券をお
渡しします。ただし 65 歳以上の方はシルバ
ー料金 200 円で入園できます。本人及び年齢
確認ができる身分証明書などをご持参の上、
公園の窓口にて入園券を直接お求めくださ
い。 

 
【受付時間】 
9 時 30 分~11 時 30 分 公園入場口「ウェル
カムゲート」前 

【スタート開始時刻】 
11 時を予定。Ｅ、Ａクラスの事前申込者はス
タート時刻を指定します。また OA クラス、
Ｎクラスのスタート時刻は当日指定します。 

 
【競技規則】 
日本トレイル・オリエンテーリング競技規則
2005 に準拠 

 
【クラス】 
Ｅクラス（選手権クラス）、Ａクラス（上・
中級者対象）、OA クラス（上・中級者対象の
当日参加クラス）、Ｎクラス（初心者対象） 

 
【使用地図】 
「国営越後丘陵公園 2011」  縮尺 1:4,000、
等高線間隔 2.5m 日本スプリント・オリエン
テーリング地図図式規程(JSSOM2007）に準拠 

 
【コントロール位置説明】コントロールに関す
る規程（JSCD2008）に準拠 

 
【テレイン情報】 
国営越後丘陵公園はその大半が見通しの良
いオープンで、池、花壇、植え込み、遊具な
どが各所に配備されている。地形的にはほぼ
平坦であるが、園内の南東側は丘陵地帯とな
っている。また園内の通路は舗装されており、
車椅子での通行に支障は無い。 

 
【参加資格と競技者登録】 
Ｅ、Ａクラスには総合クラスとパラリンピッ
ク・クラスを設けます。 
Ｅクラス…競技者登録と出場資格(いわゆる
Ｅ権）が必要です。一時登録および当日申込
での出場はできません。 
Ａクラス…競技者登録が必要ですが、一時登
録での出場が可能です。ただし事前申込のみ。 
OA クラス…競技者登録は不要で、当日申込の
み受け付けます。ただし次回選手権大会のＥ
クラス出場資格は取得できません。 
Ｎクラス…競技者登録は不要。当日申込での
出場も可能です。気軽に参加してください。 
 

クラス 出場資格 競技者登録 一時登録 事前申込 当日申込 

E 必要 必要 不可 必要 不可 

A 不要 必要 可 必要 不可 

OA 不要 不要 不要 不要 可 

N 不要 不要 不要 不要 可 

 
 



【参加料】 
Ｅクラス…3,000 円 
Ａクラス…2,000 円 
（ただし一時登録の場合は 500 円を加算） 
OA クラス…2,500 円 
Ｎクラス…500 円 
（事前申込、当日申込とも同額） 

 
また、印刷版プログラムの郵送を希望される
方は、参加費に 200 円を加算してください。 

 
【申込方法】 
（１）参加費、一時登録料（必要な方のみ）お
よびプログラム郵送料（希望者のみ）の合計
金額を、次のいずれかの口座に入金してくだ
さい。 

 
・郵便振替口座 口座番号：00510-5-69798  
 加入者名：新潟県オリエンテーリング協会 
 
・ゆうちょ銀行 普通預金口座通帳 
 記号：11250 番号：22462321 
 
（他の金融機関から振り込む場合は） 
普通 一二八（イチニハチ）店   
口座番号 2246232 
名義：ニイガタケンオリエンテーリングキョウカイ 

 
（２）メールまたはハガキ・封書で下記事項を
連絡してください。 

 
①氏名 ②ふりがな ③性別 ④生年月日⑤年
令（2012 年 3 月 31 日時点）⑥所属クラブ⑦
郵便番号と住所⑧電話番号⑨Ｅメールアド
レス⑩プログラム郵送の要否⑪参加クラス
⑫一時登録の要否（Ａクラスのみ）⑬競技者
登録番号（Ｅ、Ａクラス）⑭合計払込金額 

 
障害のある方は、次の事項についても合わせ
てご連絡ください。 

 
⑮車椅子利用の有無⑯当日のエスコートの
要否⑰自動車での来場の有無⑱主管者への
配意要望事項など。  
またＮクラス参加希望の方は、オリエンテー
リングおよびトレイル・オリエンテーリング
の経験の有無もご連絡ください。初心者説明
の参考とします。 
 
また、お知らせいただいた個人情報について
は、本大会の運営上のみに使用します。 

 
申込先 
 
・メール yu@jo-hoku.net 
 担当 藤島由宇（ふじしまゆう） 
 
・ハガキ・封書の郵送先 
 〒955-0022 新潟県三条市上保内丙 87-1 
 藤島由宇 
 
 

【申込締切】 
10 月 3 日（月） メール必着または消印有効 

 
【問合せ先】 
藤島由宇 電話 090-4618-0177  
メール yu@jo-hoku.net （メール不着ある
いは返信未着等があった場合は、お手数です
が電話でご連絡ください） 

 
【表彰】 
Ｅ、Ａクラスの総合クラスおよびパラリンピ
ック・クラスについて、それぞれ上位 3 位ま
で表彰します。 OA、Ｎクラスについては表
彰は行いません。 

 
【その他】 
・ トレイルＯを初めて体験する方には、初心者
説明コーナーで競技方法をくわしく説明し
ます。 

・ プログラムは新潟県オリエンテーリング協   
会のホームページに掲載します。なお郵送を
ご希望の方は、200 円を払い込み金額に加算
して下さい 
http://www.orienteering.com/%7Enoa/ 

・ コンパスの貸し出しをします。またモデルコ
ースは設けません。 

・ Ｅクラス出場資格取得者名は、社団法人日本
オリエンテーリング協会のホームページに
掲載します。 
http://www.orienteering.or.jp/ 

・ 大会当日まで、大会の下見を目的とした会     
場への立ち入りを禁止します。 

・ 荒天などによる大会中止の広報は、ホームペ
ージに掲載します。また 090-4618-0177（藤
島携帯電話）までお問い合わせください。 

・ 傷害保険に加入しますが、各自で充分な備え
をお願いします。健康保険証の持参を勧めま
す。 

・ Ｅ総合クラスの優勝者を、平成 23 年度トレ
イル・オリエンテーリング日本選手権者とし
ます。またＥパラリンピック・クラスの優勝
者を、平成 23 年度トレイル・オリエンテー
リング日本パラリンピック選手権者としま
す。 

・ Ｅ総合クラスおよびＥパラリンピック・クラ
スの優勝者は、2012 年世界トレイル・オリエ
ンテーリング選手権大会（2012 年 6 月、イギ
リスで開催）の日本代表選手として選考され
ます。 

・ Ｅ総合クラスの 20 位以内、およびＡ総合ク
ラスの 3 位以内の者には、2012 年度全日本ト
レイル・オリエンテーリング選手権大会
（2012 年 11 月 23 日・長崎県で開催予定）の
選手権（Ｅ）クラスへの出場資格が与えられ
ます。 
 

 


