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1.実行委員長挨拶
ようこそ、南部 盛岡においで下さいました。
ようやく、酷暑も収まりつつあります。ここ岩手は絶好の気温とテレインで皆様を迎
えることができるでしょう。
岩手大学、岩手県立大学オリエンテーリング部の皆さんの理解と、独立行政法人福祉医
療機構からの助成金を戴き、東北大前日イベントに引き続き、東北地方でトレイルＯの
公認大会と、スプリント大会を同時に開催出来ることになりました。遠路にもかかわら
ず、お申し込み戴きました皆様に深く感謝いたすと共に、遠路参加の皆様、地元の方々、
そして運営者それぞれが楽しみ、何かを感じられる大会にしたいと思います。こじんま
りとした大会です。参加の方、運営者の区別なくみんなで作り上げ、楽しみ、来年以降
も岩手の大会に行こう、と思って戴けたら幸いです。
そして、トレイルＯのファンが一人でも岩手に誕生してくれることを願っています。
この大会開催にあたり、滝沢森林公園指定管理者の小岩井農牧株式会社様から、公園の
使用に便宜を図って戴くと共に沢山の賞品も頂戴しました。深く感謝いたします。
また岩手県立大学始め、岩手県ＯＬ協会の皆様他関係各団体のご理解ご協力に深く感謝
いたします。
ＮＰＯ法人トレイル・オリエンテーリング協会
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田中博

2.交通案内
受付会場：岩手県立大学 体育アリーナ
所在地：岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子 152-52

公共交通機関でお越しの場合
◎ 盛岡駅からバス
県立大行 9:27 9:57

10:25 10:27 11:06 11:25 11:55

12:07 12:55

13:47 13:52 14:02 14:32 14:51
所要時間 40 分

料金：岩手県交通 400 円 岩手県北バス 480 円

※ 時間通りにくるはずの無い岩手県のバスなので考慮してください。
◎ 盛岡駅からいわて銀河鉄道(IGR)
いわて銀河鉄道(IGR)下り

9:46 10:10 10:43 11:12 12:10 12:38
12:48 13:10 13:43 14:05 14:41 15:02

所要時間 15 分

料金：360 円

滝沢駅から徒歩 20 分
滝沢駅から岩手県立大学行バス
所要時間 10 分

9:28 10:28

11:30 12:33 13:28 14:23

料金：130 円

帰り
◎岩手県立大学からバス
盛岡駅行 14:17 14:42 14:45 15:00 15:17 15:45 16:02 16:32 17:27
17:55
◎滝沢駅からいわて銀河鉄道(IGR)
いわて銀河鉄道(IGR)上り

14:38 15:05 15:39 16:25 16:38 17:00 17:41

岩手県立大学から滝沢駅行バス 14:30 14:50 16:15 16:45

自家用車でお越しの場合
◎ 滝沢 IC から
分岐点を青森・二戸の表示にしたがって左方向に進む国道 4 号線に入る。
約 1 ㎞ほど進み、県立大学入口交差点を右折する。
岩手県立大学正門が見えるので左折する。
※手前に県立大学に入る道がありますが、必ず正門から入ってください。
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※ 車でお越しの方は大学の駐車場を利用できます。正門入り口で係員が誘導しま
す。当日は大学構内で公開講座が予定されているため混雑が予想されます。な
にとぞ係員の指示に従って駐車をお願いします。車でお越しの方で車椅子を利
用されている方等障がいをお持ちの方は会場に近い駐車場に案内しますので係
員にお申し付けください。
※ 看板もあるので誘導に従ってください。
◎ 会場周辺図

会場

3.会場
◎ 会場について
・ 会場は岩手県立大学の体育アリーナです。
・ 館内飲食禁止です。また、ロッククライミング設備は使用禁止です。
・ 飲食は食堂前のロビーか周辺の芝生でとってください。
・ 体育館内には泥を入れないようにお願いします。
・ 館内にある更衣室は男女ともに利用できます。
・ 更衣室以外の部屋には入らないでください。
・ 2 階には上がらないでください。
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・ 体育アリーナ館内のトイレには車椅子で利用できるものはありません。体育ア
リーナを出て、食堂の近くに車椅子で利用できるトイレがあります。案内を出
すので従ってください。

◎ 会場レイアウト
女子

スプリント

公式掲示板

更衣室
トイレ

プ
ー
ル

スタート地

男子
車椅子用

計セン

更衣室

トイレ

トイレ
女子更衣室

通路

入口

トレイル O

入口

食堂

区へ

本部・受付

スタート地区へ

◎受付
・ 受付開始時刻は 11 時からですが、受付終了時刻は部門ごとに異なります。時間
内に受付を済ませてください。
・ 受付はトレイルＯ部門とスプリント部門で別れています。どちらも参加される
方は両方の受付を済ませてください。
・ 未出走者の地図配布については時間をとくに定めませんが応じる予定です。
・ 参加賞

前日大会に参加の方にはもれなく参加賞が小岩井農牧（株）様より提

供されます。受付で受け取ってください。但し、トレイル、スプリントの両方
に参加されても、参加賞は１つです。
◎公式掲示板
競技に関する情報、プログラム発行後の変更点などを掲示します。出走前に必ず
ご確認下さい。

4 トレイルＯ.競技情報と当日の流れ
トレイル O 競技情報
この大会はＪＯＡ公認 トレイルＯ大会です。
競技規則 日本トレイルオリエンテーリング競技規則2012に準拠（2012年6月17日改正）
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クラス Ａクラス（上級者向け 競技時間１２０分、車いす競技者１３５分）
ＯＡクラス 当日参加のＯＡクラスはＡクラスと同じコースですが、表彰および
全日本選手権Ｅクラス参加資格の対象にはなりません。
Ｂクラス/岩手県民クラス（初・中級者向け 競技時間６０分、車いす競技者７０分）
当日参加もできます。
トレイルＯ全日本選手権大会参加資格 Ａクラス１０位以内の方には第８回全日本ト
レイルＯ選手権大会（2012年11月23日・長崎県）Ｅクラスの参加資格が与えられ
ます。
◎使用地図
2005年度作成「滝沢森林公園」をトレイルＯ用に修正

JSOM2007準拠

縮尺 １：５，０００ 等高線間隔 ２．５ｍ 透視可能度３段階 ビニール袋入り
◎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
テレインの滝沢森林公園は非常に美しいブナ林、よく手入れされたツツジの庭園、
池、貴重な植物のある沢、湿地、オープンなどさまざまな林相を見せる森林公園で
す。
道、小径共に未舗装で、細かい砂利が敷き詰められています。そのため車いすの通
行には若干不便ですが、エスコートする者を主催者側で手配します。
車いす、高齢者の方は一旦体育棟アリーナで受付後、自動車でスタート地区に移動
します。 その他の人は徒歩での移動とします。（赤色テープ誘導、約900km）
◎トイレ
車いす対応のトイレはスタート地区付近のポニー牧場（地図に記載）及び岩手県
立大学構内にあります。

トレイルＯ部門当日の流れ
受 付 事前申込者
ナンバーカード、コントロールカードの入った茶封筒を受け取ってください。
ゴム紐は必要な方のみ受付でもらってください。
安全ピンは各自で持参してください。
ナンバーカードは競技終了後に受付に返却してください。
茶封筒はクラス別・スタート時刻順に並べてあります。
申し込みに不備のある方は茶封筒が受付に有りますので、受付までおいで下
さい。

当日申込者
1. 当日申込書に必要事項を記入して下さい。
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2. 当日申込書を受付に提出し、参加費をお支払いください。
3. 当日申込の参加費
ＯＡ一般クラス＝２５００円

学生＝１０００円、

Ｂクラス＝５００円 岩手県民クラス＝無料
4. 受付係からスタート時刻の指定を受けたコントロールカードとナン
バーカード、安全ピンを受け取ってください。ナンバーカードは競技
終了後に受付に返却してください。
◎コンパスの貸し出しを希望する人は 受付で申し出てください。
紛失・破損した場合は２０００円を戴きます。
◎岩手県民クラス、Ｂクラスの方で、初心者説明を受けたい方は、受付でお
申し出ください。説明に要する時間を調整してスタート時刻を指定します。
◎Ａ・ＯＡクラス出場者でＴＣ（タイムコントロール）が初めての人は、受
付で競技方法の説明を受けてください。ＴＣでは説明を致しませんし、質
問も受けられません。
◎個人の都合による遅刻は、スタート時刻を変更致しません。スタート閉鎖
時刻前であればスタートは認めますが、その分競技時間は短くなります。
◎個人の事情によるスタート時刻の変更は原則認めません。やむを得ずスタ
ート時刻を変更した場合はオープン扱いになります。

会

場

岩手県立大学のアリーナです。飲食禁止、クライミング用壁は使用禁止
です。
◎コントロールカード、コンパスを忘れないようにスタート時刻に間に合う
様にスタート地区に向かってください。今大会はＡ・ＯＡクラスのスター
ト地区とＢクラス・岩手県民クラスのスタート地区が違います。ご注意く
ださい。

スタート
◎ Ｂクラス・岩手県民クラス
Ｂクラス・岩手県民クラスは赤テープ誘導でスタート地区まで徒歩約１ｋｍです。
車いす、高齢者の方は一旦体育棟アリーナで受付後、自動車でスタート地区に移
動します。 その他の人は徒歩での移動とします。（赤色テープ誘導、約 900km）

◎ Ａ・ＯＡクラス
Ａ・ＯＡクラスのスタートは黄色テープ誘導、５０メートルです。コントロール
カードに指定された時刻にスタートします。スタートは１分間隔でスタートしま
す。スタート後に係員の指示に従いＴＣ１の待機所に向かいます。
◎ＴＣ１終了後、速やかに赤白テープ誘導に従いリスタート地点に向かってく
ださい。
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◎リスタート地区はＢクラス・岩手県民クラスのスタート地区と同じです。係員
の指示によりリスタート１分前枠に入ってください、リスタート時刻をコント
ロールカードに係員が記入します、リスタート時刻に競技地図を取ってスター
トしてください。このリスタート時刻からフイニッシュまでが競技時間です。

競技中
◎競技中の携帯電話は原則使用禁止です。また私語も慎んでください。
◎競技中にコース上で利用できるトイレはありません。ご注意ください。但し下記の
通り緊急時に利用可能なトイレがあります。
◎緊急時のトイレ利用について トイレを緊急に使用する場合は、地図に表記した地
図エリアの東側にある池の北東の建物（■）がバリアフリートイレですので、ここ
を使用してください。その事が成績に有利にならないよう 良心的に行動してくだ
さい。
◎競技エリアには、水道もありません、予めご自分で、持参する事を推奨します。
◎テレイン内に、背の低い（見通しの良い）植え込みが広がったエリアがあります。
そのエリアにある植え込みを、今大会の地図では特別に「果樹園」として表現して
います。
◎Ａクラスには、コース中に道を外れて赤白テープ誘導を通り、その先に青黄テープ
で囲った領域を設けてあります。この領域の中では、自由に移動して良いこととし
ます。ただし、青黄テープの位置は地図上に表記していません。
青黄テープの外側は立ち入り禁止です。
（この領域の中で１つ以上の課題が設定されています。）
◎パープルの

は立入禁止です。

◎競技中にフイニッシュラインを越えてはいけません。

≪自由に移動して良い領域のイメージ≫

青黄テープ
（現地に設置してあるだけで
地図上に表記なし）

青黄テープで囲まれた領域の
中は、自由に移動できる。

赤白テープ誘導
（往来可。途中まで地図

青黄テープで囲まれた領域の

表記あり）

外は立ち入り禁止
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フイニッシュ
フイニッシュラインを越えた時に

フイニッシュ時刻を計時します。

全員ナンバーカードを受付に返却してください。

Ｂクラス・岩手県民クラス
係員がコントロールカードにフイニッシュ時刻を記入します。その後コントロー
ルカードの１枚目を係員が受け取り、２枚目を競技者に渡します。その後、会場
まで徒歩で戻ります。スタートとほぼ同じ地域です。赤テープを逆にたどってお
帰りください
受付で正解表と参加証を受け取ってください。貸し出しを受けたコンパスも受付
に返却してください。

Ａ・ＯＡクラス
フイニッシュ後にＴＣ２があります。そのまま係員の指示により、ＴＣ２待機所
に進んで下さい。
ＴＣ２終了後、係員がコントロールカードの２枚目を競技者に返します。競技エ
リアを道を歩いてリスタート地点まで戻り（この間は誘導なし）赤色テープを辿
って会場までお戻りください。ＴＣ２から会場まで全体で約１ｋｍ
正解表は最終競技者がスタートした後、受付にて配布します。

表 彰
Ｂクラス・岩手県民クラス・ＯＡクラス

参加証を受付でフイニッシュ後

に正解表と共に全員にお渡しします。

Ａクラス・ＰＡクラス
裁定委員

１６時１０頃より会場で１～３位を表彰します。

本トレイルＯ大会の裁定委員を下記の方に委嘱しました。

小泉

辰喜 様

茅野
松橋

耕治
徳敏

様
様 (アイウエオ順)

誘導テープの色 距離

Ａ・ＯＡクラス
誘導区間
会場ースタート

Ｂ・岩手県民クラス
テープ
の色

距離

誘導区間

テープの
色

距離

黄

１５０ｍ

会場ースタート

赤

９００ｍ

ＴＣ１－リスタート

赤白

８００ｍ

フィニッシュー会場

赤

９００ｍ

リスタートー会場

赤

９００ｍ
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５スプリント競技情報と当日の流れ
スプリント競技情報
◎ 競技形式
・ 競技は「日本オリエンテーリング競技規則」に準じて実施します。スプリント
競技です。全クラスでＥＭＩＴ社製 e-card を用いた電子パンチングシステムを
使用します。
・ e-card にはバックアップラベルをつけて出走してください。バックアップラベ
ルを競技中に紛失した場合、e-card が正常に作動してコントロールの通過が確
認できる限り失格とはなりませんが、e-card が正常に作動せずに通過が確認で
きなかった場合は、失格となります。
◎ 使用地図
2012 年度新規作成(ニューマップ)
縮尺 1:4000

等高線間隔 2.5ｍ

JSSOM2007 準拠

通行可能度 4 段階表記 ビニール袋入り

地図名：岩手県立大学～少年よ風になれ～
◎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
◎ テレインプロフィール
創部 10 年目にしてようやくニューマップにこぎつけました。整備された
道路や芝生が多く、起伏もなだらかでスプリント向きのテレインです。オ
ブジェや独立樹、植え込みなどが点在し特徴物が豊富です。天気がいい日
は岩手山の素晴らしい眺めを楽しむことができます。
◎ コースプロフィール
オープンが多く、見晴らしがよいですが、細かいナビゲーションと正確なポス
ト位置の読み取りが必要となる、とてもオーソドックスなスプリントのコース
を用意しました。スピーディなレースをお楽しみください。
◎各クラスのコース距離・登距離・優勝設定時間

クラス

距離(km)

登距離(m)

優勝設定時間

L

2.4

70

12 分

M(OM)

1.8

20

10 分

※初心者クラスは約１㎞を予定しています。
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スプリント当日の流れ
受 付 事前申込者
レンタル e-card をご利用の方は e-card とバックアップラベルが入った封筒
を受け取ってください。
封筒はスタート時刻順に並べてあります。
バックアップラベルは受付にあるので各自で持って行ってください。

当日申込者※OM クラスと初心者クラスのみ
当日申込は初心者クラスの希望以外のかたはすべて OM クラスとなります。
1. 当日申込書に必要事項を記入
2. 当日申込書を受付に提出 、参加費を支払う
3. スタート時刻の指定を受け、受付係から e-card とバックアップラベル、
ナンバーカードを受け取る
4. 当日申込の参加費：OM クラスは 1000 円(レンタル e-card 代を含む)
初心者クラスは無料
◎コンパス、e-card の貸し出しを希望する人は 受付で申し出てください。
コンパスを破損、紛失した場合は実費(2,000 円)、レンタル e-card を破損
もしくは紛失した場合は実費(6,000 円)をいただきます。
◎ナンバーカードを忘れた方は受付に申し出てください。
※数に限りがあります。ナンバーカードは無料ですが、
安全ピンは 50 円です。
◎申し込みに不備のあった方はお呼びしますので、受付までお越しください。
◎申し込みの際に e-card 番号を間違えて登録してしまった方は、受付で訂正
を申告してください。
◎初心者クラスの方で説明が聞きたい方は、受付で申し出てください。
◎OM クラス・初心者クラスの表彰はありません。ご了承ください。

地図販売
翌日の第 6 回岩県大会にて「岩手県立大学～少年よ風になれ～」の地図を販売いたし
ます。白図、全コントロール図とも各３００円で販売いたします。

ナンバーカード
・ナンバーカードは各自で用意してください。
・ナンバーカードにはクラスとスタート時刻を記入してください。
ナンバーカード例
L クラス
15：05
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スタート
◎スタート地区レイアウト
スタートユニット

１分前

２分前

３分前

アクティベートユニット
遅刻枠

M クラス

L クラス

OM クラス

◎L・M・OM クラス
・会場からスタート地区が近いため、テープ誘導は行いません。張り紙を参考に
してください。会場からスタート地区までは徒歩約 1 分です。
・ スタート方式はリフトアップスタートです。
・ スタート地区の時計は現在時刻を示しています。役員は原則名前を呼びません
ので、自分で時間を確認してスタート枠へお入りください。
・ L・OM クラスは 1 分間隔スタートです。M クラスは 2 分間隔スタートとなります。
トレイル O とスプリントの間に時間があまり無い方がおられるので、ご自分の
スタート時刻を確認し、スタート枠へお入りください。
・ スタート地区からスタートフラッグまでは赤白テープ誘導に従ってください。
・ アクティベートユニットに e-card をはめた際、ユニットのランプが光らない場
合は、e-card 故障の疑いがあります。役員に申し出てください。
・ スタート時刻に遅刻した方は役員にその旨を伝え、役員の指示にしたがって出
走してください。遅刻者の競技タイムはスタートリストに記載してある正規の
スタート時刻から計算します。ただし、運営の不手際などやむを得ない場合に
ついてはこの限りではありません。
・ スタート閉鎖時刻の 15:45 以降は出走できません。
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初心者クラス
・係員の指示に従ってください。

給 水
競技エリアに給水は設けませんが、水飲み場を利用することができます。

フィニッシュ
・ 最終コントロールからフィニッシュは赤白ストリーマー誘導に従ってください。
・ フィニッシュ方式はパンチングフィニッシュです。フィニッシュした後は会場
の計算センターで e-card を読み取ります。
・ レンタル e-card は翌日の大会でも使用しますので回収しません。各自で管理し
てください。
・ 地図回収は行いません。スタート前の競技者に情報を教えることはくれぐれも
慎んでください。
・ ゴールから会場までは青色テープ誘導で徒歩約 5 分程度です。各自で会場まで
お戻りください。

表 彰
L・M クラス

翌日の第 6 回岩県大会の表彰式にて 3 位まで表彰します。

※OM・初心者クラスの表彰はありません。

6.その他
◎ 表彰式
トレイル O 部門は前日大会会場にて表彰式を行います。
スプリント部門は翌日の第 6 回岩県大会の表彰式の際に行います。

◎ 調査依頼・提訴
・ 調査依頼、苦情等は全て本部で伺います。
・ 調査依頼の回答に不服がある場合は、提訴を行うことができます。
・ 調査依頼、提訴はどちらも本部にて、所定の用紙に記入、提出することで行い
ます。
・ なお、調査依頼、提訴に対する回答は公式掲示板に掲示します。

◎ 忘れ物
・ 大会後に忘れ物に気付きましたら 10 月 10 日までに問合せ先まで連絡してくだ
さい。期日までに連絡が無いものは処分します。

◎ 大会の中止について
・ 当日著しい荒天となった場合や、その他の理由により主催者が参加者の安全を
確保できないと判断した場合、または参加者の大半が来場出来合いような事態
が予想される場合は、大会または競技の一部を中止する場合があります。この
場合、参加費を返金は行いませんのでご了承ください。
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・ 大会を中止する場合は、大会ホームページや会場でお知らせします。
・ 競技が開始されたあとでも、雷注意警報等が発令された場合は、競技を中止す
る場合があります。この場合は役員の指示に従って競技を中止し、速やかに安
全な場所に移動してください。

◎問い合わせ先
トレイル O

田中博

hrshtnk■m.ictv.ne.jp(■＝@)

090-3098-7535
スプリント

武藤寿光

g041j095■s.iwate-pu.ac.jp(■＝@)

080-6017-3257

7.注意事項
◎ 大会全般の注意
・ 駐車場内、大会内での事故や盗難については、主催者は一切の責任を負いませ
ん。
・ 自分で出したごみ各自お持ち帰りください。マナーを守るようお願いします。
・ 万が一怪我をしてしまった場合に備え、保険証またはそのコピーをご持参くだ
さい、大会会場には医者は駐留しておりません。救護所では簡単な応急手当は
可能ですが、怪我の度合いによっては病院への搬送が必要になります。
・ 健康状態が思わしくないときの出走はやめましょう。また、レース中具合が悪
くなった場合は、途中でも競技をやめる勇気を持ってください。

◎ 競技上の注意
・ 当日、トレーニングコースは設けておりません。
・ スプリント競技は大学構内で行われるため、またトレイルＯは森林公園保護の
ため金属ピンのついたシューズは使用禁止です。
・ 競技中花壇や植え込み等に立ち入らないようにしてください。
・ 競技中に車の行き来がある場所を通過します。十分に注意して競技を行ってく
ださい。
・ 一般の公園利用者または大学構内利用者の活動を優先し、注意して競技を行っ
てください。
・ 主管者でスポーツ障害保険に加入しますが、保障内容が十分とはいえませんの
で、各自での対応を推奨します。

・ 怪我人、病人を見つけた場合は場所、症状等を最寄りの役員あるいは大会本部
にお知らせください。
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8.大会役員
実行委員長

田中博 (NPO 法人トレイル O 協会)

副実行委員長 武藤寿光(岩手県立大学 OLC)
◎トレイル部門
(京葉オリエンテーリングクラブ)

競技責任者

田中徹

コース設定者

山口拓也(浜松 OLC・2012WTOC 日本代表)

大会コントローラ 藤島由宇(新潟県オリエンテーリング協会)
競技役員

松田沙也加 飯田和男 佐々木克海 髙橋勇矢
高橋稔弥 石澤衛岩手（以上大学 OLC）
関野雄人 高嶋智美（以上岩手県立大学 OLC）
高橋禎

高橋奈々子

関俊夫

成田圭司

三澤儀男 菊池亨雄（以上岩手県 OL 協会）
田中洋子（入間市 OLC）
◎スプリント部門
競技責任者兼コースプランナー 樋口広樹(岩手県立大学 OLC)
(岩手県立大学 OLC)

運営責任者

藤澤優

競技役員

田村佳菜子 猪野基雄 菊池昭輝 板澤李子
横田愛実 氏家円佳 遠藤百希 川村博貴
水尾泰仁(以上岩手県立大学 OLC)
今野嵩久 大蔦良実 谷藤将覧
(以上岩手大学 OLC)

◎プログラム作成

横田愛実
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水原真実

大会の前

後に是非お立ち寄りください。
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