
 

  
この度は当クラブ主催の JOA 公認・滝山丘陵トレイル・オリエンテーリング大会に参加お申込くださいまして 

誠にありがとうございます。 プログラムをお届けいたします。よくお読みいただき、お間違えのないようにご来

場くださいますようお願い申し上げます。 
 
 
主 催：多摩オリエンテーリングクラブ 

後 援：八王子市教育委員会  東京都オリエンテーリング協会 

 
期日：平成 21 年 5 月 17 日（日） 
会場：東京都八王子市加住市民センター 

 
【会場までの交通】 

ＪＲ中央線･横浜線･八高線八王子駅北口の 11 番バス乗り場、または京王線京王八王子駅の４番バス乗り

場から西東京バス「ひよどりトンネル経由戸吹行き」（系統番号ひ 01）で約 15 分（道路状況により異なります）、

「滝山城址下」で下車し、100ｍ西方の丹木町三丁目交差点を山の方向に右折、左にカーブしながら約 200ｍ、

右側です。テープ誘導なし。約 3 分 

バス発車時刻は JR 八王子駅北口を毎時 05 分、25 分、45 分、（京王八王子駅は２分早く毎時 03 分、23 分、

43 分）、料金は 300 円です。 

 申し訳ありませんが、駐車場はご用意できません。バスをご利用ください。ただし身障者の方には会場に駐

車場を用意しております。会場の正門を入って駐車場に止めてください。 
 

【荒天時の大会の中止について】 

・荒天により、主催者が競技は危険と判断した場合、大会の開催を中止します。 

・荒天になった場合の開催決定の判断は午前６時に行います。 

・開催の有無に関しては午前６時以降に 090-6118-7679（高橋携帯） まで問合せ下さい。 

 

【問合せ先】 

高橋 厚   090－6118－7679  なるべくＥメールでお願いします。 

  E メールアドレス atsushi-t■mti.biglobe.ne.jp   ■は@ に   
 

【大会スケジュール】 

市民センター開場       ９：００ 

大会会場（２階）オープン   ９：３０ 

受付               ９：３０～１１：００ 

スタート開始         １０：３０   

A クラススタート終了    １１：３４        

フィニッシュ閉鎖       １４：２０ （OA クラス参加者が多い場合は延長） 

表彰式             １５：００ 

※以上は予定であり、変更される場合があります。 

 

 

   JOA 公認 

滝山丘陵トレイル･オリエンテーリング大会 

   プログラム  



【会場案内】 

・会場は市民センター２階の多目的室です。エレベーターはロビー左側にあります。 

・市民センターは９：００に開場しますが、２階の大会会場は９：３０にオープンします。それまでは１階ロビー

でお待ちください。 

・車でおいでになる身障者の方へのお願い  市民センター前の路上での開場待ちは交通に支障をきたす

ため、厳に禁じられています。9：00 の開場以後にお越しください。 

・市民センターは車椅子用トイレ完備です。 

・会場内、テレイン内はすべて禁煙、火気厳禁です。 

・ゴミはすべて自宅までお持ち帰りくださるよう、ご協力ください。 

 

【受付】 

 事前申込者 

・受付でコントロールカードを受け取ってください。 

当日申込者 

・参加申込書に必要事項を記入し、参加費といっしょに受付に提出してください。コントロールカードを受け取

り、必要事項を記入した後、スタート時刻の指定を受けて下さい。 

・クラスは OＡクラス（上・中級者向け）、およびＮクラス（初心者向け）の２クラスがあります。 

・OA クラスは正規の A クラスと同じコースを予定していますが、運営の都合上、変更になることがあります。 

当日申込みの参加費は以下の通りです。 

クラス OＡクラス Ｎクラス 

一 般 2,000 円 500 円 

学 生 1,500 円 500 円 
            

・用意する地図の枚数には限りがありますので、希望のクラスに出場できない場合があります。 

・A クラスの当日申込者（OA クラス）はオープン参加となり、表彰対象となりません。また全日本大会のため

の E 権取得の対象となりません。 
・OA クラスのスタートは 11：36 からになります。N クラスのスタートは随時行います。 
・コンパスの貸し出しをいたします。受付でお申し出ください。 

 
【公式掲示板】 

大会会場に公式掲示板を設けます。プログラムへの追加、修正などの重要事項を掲示しますので、必ずご

覧下さい。 
 
【テレイン】 

南東から北西に細長く伸びる大きな尾根の上がテレインとなります。城址に由来するたくさんの尾根、 

沢、凹地などからなる微地形が広がり、見通しの良い林があり、密生した笹薮があり、変化に富んだコースと

なっています。道は舗装された部分もありますが、多くは未舗装です。多少のアップダウンがあります。 

 

【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 
 

【使用地図】 

「滝山丘陵 2009 trail」 多摩オリエンテーリングクラブ作成「滝山城址 2009」をトレイル O のために修正 

縮尺 1：4000  等高線間隔 2.5ｍ  透視可能度 3 段階表示 

日本オリエンテーリング地図図式規程（ＩＳＯＭ2007）に準拠 

特殊記号： ×（黒） ほこら、石碑  

      藤棚、あずまやは、JSSOM の No.526.2 天蓋（キャノピー）の記号で表記してあります。     

 
【コントロール位置説明】 

・コントロールに関する規程（JSCD 2008）に準拠 

・ＡクラスはＩＯＦ記号、 Ｎクラスは日本語説明を併記します。 

 



 

【コース情報】 

       コース距離    登距離   コントロール数  TC 数 

Ａクラス   ２．３ km      ２０ m     16 個     3 個 

N クラス   １．５ km     １０ m      8 個     なし 

 

【制限時間】 

A クラス：150 分（2 時間 30 分）    N クラス：90 分（1 時間 30 分） 

・制限時間を超えると 5 分まで毎に 1 点減点となります。 
 

【スタート】 
・会場からスタートまで、約 600m、登り約 25m、徒歩で 10～15 分です。赤黄テープ誘導。 
・スタートへは指定されたスタート時刻の 3 分前までにお越し下さい。 
・車椅子利用者は会場・スタート間は車で送迎します。競技中は主催者側で介助者（エスコート）を用意しま

す。 
・スタート時刻になりましたら、地図をお渡しします。 
・なお、スタート時刻に遅刻した場合も、スタート時刻の変更は行いません。競技時間は所定のスタート時刻

からの計測となります。 
 

【競技に関する情報】 

・パンチは吊下げ方式です。次のコントロールに向う方向に少し行ったところの道端に吊下げてあります。 

・《重 要》本大会では、各コントロールごとに指定のパンチを使用していただきます。パンチにはコ

ース名（A または N）とコントロール番号が表示してありますので必ず定められたパンチを使用し

てください。もしそのコントロールで指定のパンチと違うパンチを使った場合は不正解の扱いとな

りますので十分ご注意ください。 

一旦パンチした後の修正はできません。間違ったパンチを押してしまった場合に、爪で消して

から正しいパンチに押し直しても不正解となります。 
・小道、小径にフラッグが置かれる場合、そのセンターライン上でなく、サイドに置かれる場合でも「側」の表

記はありません。 

・テレイン内には多くのつつじ（花はほぼ終っています）の林が見られます。一見して透視可能度はよくありま

せんが、地面に近い下の部分は十分透視可能なので、「見通しが良い（白）」で表示してあります。 

・コントロールによっては他のコントロールのフラッグが見える場合がありますが、このコントロールに属する

フラッグがどれか、位置説明表に示されたフラッグの数や遠近差などから判断してください。テープでの区

切りは設けてありません。 

・A コースでは途中に地図交換があります。交換地点は地図上で□印で表記してあります。 

 

【競技に関する注意事項】 

・服装に関する制限は特にありません。 

・地図上に×（パープル）「立入り禁止ルート」あるいは現地に「立入禁止」の表示がある道には進入しないよ

うご注意下さい。 

・競技者どうしの情報交換、私語・独り言を禁止します。 

・競技中は携帯電話の使用を禁止します。 

・会場に「滝山城址」のマップを持ち込むことを禁止します。 

 

【給水所】 

・A コースでは地図交換所で給水ができます。 

 

【フィニッシュ】 

・コントロールカードは役員が時刻を記入してから一旦お返ししますので、市民センターの会場に帰着後、受

付に提出して下さい。 

・地図は回収しません。 

・フィニッシュ地点には車椅子用トイレと水飲み場があります。 



・フィニッシュから会場までは赤黄テープ誘導です。 

・正解表は本部で配布します。 

・競技を途中で棄権する場合でも、必ずフィニッシュまたは市民センターの受付にコントロールカードを提出

して下さい。 

 

【成績】 

・成績速報を会場に掲示します。 

 ・正式の成績は多摩 OL のホームページで公表します。 

・成績表を郵送ご希望の方は受付で承ります。1 部 200 円 
 

【表彰】 

Ａクラスの総合クラス、パラリンピッククラスそれぞれについて上位３名まで表彰します。 

N クラスについては表彰は行いませんが、競技完了者全員に会場で完歩証を差し上げます。 

  

【苦情・調査依頼】 

・調査依頼・苦情などある場合は、速やかに書面で本部に提出して下さい。 

・調査依頼・苦情に対する回答は、公式掲示板に掲示します。 

 

●本大会のＡクラス上位者には第 5 回全日本トレイルＯ選手権大会の選手権クラス出場資格が与えられます。

またその成績は 2010 年世界トレイル O 選手権日本代表選手選考の対象になります。 

 
【裁定委員】当日、公式掲示板に掲示します。 

 

【帰りの交通案内】 

 西東京バス 八王子駅行き「滝山城址下」バス停発時刻  毎時 11 分、31 分、51 分 

 バス停は往路のバス停の道路向かい側にあります。 

 

【大会役員】 

  大会会長      小野賢二（多摩オリエンテーリングクラブ会長） 

実行委員長    高橋 厚 

競技責任者    児玉 拓 
コースプランナー 鈴木規弘 
会場担当      小澤拓美 

役員           鈴木恒久、高橋義人、鈴木清美、浅沼英博、荒井正敏、梅林正治、菊澤恵三、島田 修 

仁多見剛、野中好夫、前田佳樹、鈴木 茜、鈴木 萌、三野隆志 

大会コントローラ  今井信親（ワンダラーズ） 
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