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トレイル・オリエンテーリング

稲荷山公園大会

併設

パークＯ大会

プログラム
日時

201４年３月２２日（土）

場所

埼玉県営 狭山稲荷山公園

会場

狭山市立博物館駐車場北側トイレ付近「会場図参照ください」

主催

NPO法人 トレイル・オリエンテーリング協会

協力

入間市オリエンテーリングクラブ・ 春日部オリエンテーリングクラブ

後援

公益社団法人日本オリエンテーリング協会

雨天決行・荒天中止

特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会
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当日の日程
９:30

トレイルＯ受付開始

1２:３０ パーク O 受付開始
15:00 表彰式(予定)

トレイル O

タイムテーブル

パーク O

タイムテーブル

９:50

スタート開始

13:20 スタート開始

11:20

スタート閉鎖

14:20 スタート閉鎖
1５:０0 フィニッシユ閉鎖

1２:５0 フイニッシュ閉鎖

会場へのアクセス
公共交通機関

西武池袋線 稲荷山公園駅 南口下車 徒歩３分
必ず、南口改札を出て、踏切を渡り すぐ左折し博物館横の入り口から
公園に入ってください。赤テープで誘導します。
北口から出てしまった場合は、公園正面入り口から入らずに、線路沿いに、入間市方面に進
み、博物館横の入り口から公園に入ってください。
稲荷山公園正面入り口からの入園は禁止します。
もし、正面入り口からの入園が判明した場合は 失格になります。
下図参照

自家用車

稲荷山公園の駐車場は狭く、ほとんど満車の状態です。
隣の武蔵藤沢駅 入間市駅付近の有料駐車場をご利用ください。
１日６００円～８００円です。

障害者の方で、駐車場ご希望の方は事前に申し出てください、主催者が確保します。
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◆競技情報
トレイル O
競技形態
トレイル・オリエンテーリング 個人競技

競技規則
日本トレイル・オリエンテーリング競技規則（2012 年 6 月 17 日改正）に基づいて行います。

使用地図
縮尺 1:４000 等高線間隔 2m 透視可能度２段階表記 JSOM 準拠
２００４年 埼玉県オリエンテーリング協会作成の「稲荷山公園」をトレイルＯ用に
トレイルＯ協会が修正しました。（原図作成 中村弘太郎 山下実 修正 児玉拓）
規格はＪＳＯＭですが、二条線で表記した道については実寸で表記しています。

コントロール位置説明
コントロールに関する規定(JSCD2008)準拠
ＢクラスおよびＮクラスは日本語併記いたします。

特殊記号
× (青色) ：水飲み場を表します。

地図印刷
カラープリンタによる印刷

ポリ袋はチャック付を用意します。ご自分で入れてください。雨天時封入済み

タイム・コントロール
A クラスにはタイム・コントロール(TC)がございます。
TC 用地図は以下のようになっております。
縮尺 1:４000 等高線間隔 2m 透視可能度２段階表記 JSOM 準拠
カラープリンタによる印刷

ラミネート加工済

給水
主催者側では用意いたしません。公園内の水飲み場をお使いいただくか、各自でご用意ください。
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コースプロフィール
クラス

コース距離

コントロール数

タイム・コント

DP 板の色

競技時間

ロール数
A

1.2km

17

2

黄

90 分

PA

1.2km

17

2

黄

110 分

B

0.9km

12

0

オレンジ

70 分

N

0.8km

9

0

ピンク

70 分

※A・PA クラスの競技時間は、TC に要する時間を含めない競技時間となります。

テレインプロフィール
大きな芝生広場、浅い沢 なだらかな尾根と言う公園特有の地形と、小さな藪 植生界 もあり、多彩なコ
ントロールが用意できました。
トレイルＯに使う園路は舗装されていますが、一部未舗装の小道に入ります。急傾斜の箇所もあるため、主
催者で車いすの方のためにエスコートを用意いたします。
障害者用トイレは公園内に、２か所ございます。

パーク O
競技形態
ポイント・オリエンテーリング

スプリント 個人競技

使用地図
縮尺 1:４000

等高線間隔 2m

走行可能度 3 段階表記

JSOM 準拠

Ａ４サイズ

地図印刷等
カラープリンタ印刷 チャック付ポリ袋を用意します。自分で入れてください。

コントロール位置説明
コントロールに関する規定(JSCD2008)準拠。競技前に会場で配布予定。

特殊記号
×（青色）：水飲み場

給水
給水所は特に設けませんが、地図上に記された水飲み場を競技中に利用することができます。

各クラスのコース距離・
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登距離・優勝設定時間

Ｌ

２．３ｋｍ

３０ｍ

１５分（選手のレベルにより変動）

Ｓ

１．７ｋｍ

３０ｍ

１５分（同上）

◆当日の流れ
競技開始前
トレイルＯ受付
受付時刻は 9 時 30 分～1１時です。この間に受付を通過してください。
トレイル O 事前申込者は参加費を支払いコントロールカード（スタート時刻記入済み）・ナンバーカードの
入った袋を受取り、スタート地区へ向かってください。スタート地区はすぐそば（徒歩１分）です。安全ピ
ンは各自でご用意ください。トレイルＯとパークＯの両方に参加する方は両方の参加費をお支払いくださ
い。改めてパークＯ受付に行く必要はありません。
当日参加申込者は、全クラス参加できます。当日申込書に必要事項を記入して、参加費を支払い、
スタート時刻の指定を受けて、コントロールカード・ナンバーカードを受け取ってください。
当日申込のＡクラスはＯＡクラスになります。表彰対象になりません。Ｂクラス Ｎクラスはオープン扱い
にしません。コントロールカード用のゴム紐は受付に置いておきます、必要な方は持っていってください。
受付周辺は競技エリアに近接しています。立ち入りを制限しているエリアが多いですから、ご注意ください。
参加費

クラス

トレイル

高校生以下はトレイル

狭山市・入間市民

学生

事前申込

2,000 円

OA

2,500 円

B

1,ooo 円

当日Ｂ

1,500 円

1,500 円

1,500 円

500 円

100 円

500 円

1,ooo

100 円

1,000 円

Ｎ
パーク

一般

全クラス
パークともに５００円

1,５00 円
2,500 円

2,000 円
1,000 円

Ｅカードレンタルは３００円

パークＯ受付
受付時刻は１２時３０分～１３時３０分です。この間に受付を通過してください。
事前申込の方でトレイルＯも参加の方はパークＯ受付に来る必要はありません。トレイルＯの受付で
パークＯの参加費も支払って下さい。 ナンバーカードもトレイルＯ・パークＯ共通で使用してくださ
い。レンタルＥカードも配布物の袋に入れてあります。
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事前申込の方でパークＯのみ参加の方は、受付で参加費を支払い、ナンバーカードとレンタルＥカード
の入った袋を受け取りスタート地区に向かってください。安全ピンは各自ご用意ください。
※パーク O 当日参加について

パーク O の当日参加を全クラスで認めます。
当日参加申込書に必要事項を記入して、参加費を支払い、ナンバーカード・レンタルＥカードを受け取
って下さい。
なおスタート時刻は指定しません。各自希望時刻にスタートできますが、希望時刻が重なる場合は先着
順になります。早めにスタート地区にお越しください。
地図の枚数には限りがあるため、参加者数によってはご希望のクラスで出走できない恐れがあります。
当日参加の予定がある方は事前に連絡をいただけると幸いです。

参加費

パークＯ

クラス Ｌ=約２.3ｋｍ Ｓ＝約１.7ｋｍ
各クラス共通 １０００円

高校生以下＝５００円

狭山市・入間市民＝１００円

マイ E カード忘れ・番号間違い
パーク O 参加者で、E カードを忘れた方は受付にてお申出ください。３00 円で貸出を行います。
事前申込を行う際に E カード番号に誤りがあった方は、受付にてお申出ください

コンパス貸出
受付にてコンパスの貸出を行います。希望者はお申出ください。
競技終了後、受付にて返却を行ってください。
万一破損および紛失された場合には、実費（2,000 円）にて弁償していただきます。
公式掲示板
プログラム記載事項の変更 及び情報の追加は、公式掲示板に掲示しますので、当日ご覧ください。

トレイル O 競技の流れ
スタート トップスタート＝9：5０ 事前申込者スタート終了１１：０６

スタート閉鎖１１：２０

会場からスタート地区
スタート地区は受付のすぐそばにございます（所要時間 1 分）。
参加者は、受付で配布されたナンバーカードを着用し、コントロールカードを持ってお越しください。
安全ピンは各自ご用意ください。

初心者説明
初心者の方は、初心者説明を行います。初心者説明所においでください
トレイル O 未経験の方は、この説明を聞いてからスタートしてください。
A クラス参加者で TC 未経験の方は受付にお申出ください。TC の説明を行います。
この説明には最低でも 5 分は必要となりますので、早めに受付にお越しください。
TC の競技現場では質問を受付けることはできませんのでご注意ください。
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スタート方法
全クラス３分前にスタート枠に入り、順に２分前、１分前とスタート役員の指示に従ってスタートしてくだ
さい。
事前申込の A クラス参加者につきましては、事前にスタート時刻を指定いたします。
なお、スタート間隔は全クラス２分、初心者説明が立て込んだ場合は、臨機に対応します。

遅刻
遅刻者の出走は認めますが、原則的にスタート時刻をずらすことはいたしません。
遅刻した分だけ競技時間が短くなります。

競技時間
A クラス

９０分

ＰA クラス

1１0 分

B･Ｎクラス

７０分

いずれのクラスも、競技時間を超えると 1 ポイント減点のペナルティが 5 分ごとに課せられます。

タイム・コントロールについて
A･OA クラスにはタイム・コントロール(TC)がございます。TC では TC チェッカーを使用します。
解答は声に出さず、チェッカーのボタンを押してお答えください。

給水
競技エリア内の水飲み場を使用するか、自己調達をお願いします。主催者では給水所を設けません。

トイレ
競技中は競技地図に 2 か所記載されている W.C.をご利用ください。トイレ周辺は立ち入り禁止エリアが設
けられている場合があります。ご注意ください。このトイレは バリアフリートイレになっています。

フィニッシュ
フィニッシュラインを通過した時刻を計時します。
フィニッシュでは役員の指示に従いコントロールカードを提出し控えを受け取ってください。
トレイルＯのみ参加の方はこちらでナンバーカードを返却願います。
地図は回収しません、スタート前の競技者に見せないようお願いします。
制限時間をオーバーした場合には、１ポイント減点のペナルティが 5 分ごとに課せられます。

フィニッシュ閉鎖時刻
全クラス 12：5０

正解表の配布
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Ａクラス・ＯＡクラスについては当該クラスの全参加者がスタート後、本部にて配布します。
B クラス・Ｎクラスは各自のフィニッシュ直後に配布します。

裁定委員
岡野英雄氏 小泉辰喜氏 茅野耕治氏

競技に関する注意事項
・服装に関する制限はありません。地図を取り付けるボード、拡大鏡の使用を認めます。

・競技中、携帯電話の使用は原則禁止とします。持込が必要な事情のある場合は本部にお申出ください。
・競技中の私語等は原則禁止とします。
・同会場にてトレイル O・パーク O の両競技を行っているという都合上、トレイル O 競技に関係のないフ
ラッグがコース上に散見されることが予想されます。トレイル O に使用するフラッグにはユニットがつい
ていない上、紛らわしく見えるような設置は行いませんので、常識の範囲でご判断ください。
又、隣りあわせのコントロールでは ＤＰから、赤テープにより見る方向を区切ってありますので、フラ
ッグ数を確認のうえ、常識の範囲でお答えください。
・トレイルＯ、パークＯともに参加される方は、ナンバーカードをそのまま共通して使用していただきます。
また、地図封入用のチャック付ポリ袋も流用願います。ご面倒でも、経費削減にご協力ください。
・トレイルＯ終了後、１４：００までの間のお好きな時刻にスタートできます。詳しくはパークＯ競技の流
れをご覧ください。

パーク O

競技の流れ

スタート地区
スタート地区は会場のすぐそばです、徒歩 1 分です。

スタート方法
トップスタート＝１３：２０ 1 分間隔スタート スタート閉鎖１４：２０
スタート時刻は指定しません。１３：２０～１４：２０の間の好きな時刻にスタートできます。
但し、スタートは１分間隔です。希望が重なる場合は、先着順になります。
スタート時刻記入リストを用意しますので、名前と、ナンバーカード番号を記入してから、アクテイベー
トを済ませて３分前に枠に入ってください。
役員がナンバーカードとＥカード番号をチェックします。
10 秒前になりましたら、スタートユニットに E カードをはめ、チャイムの合図と共に競技を開始してく
ださい。スタート方法はリフトアップスタートとなりますが、１分間隔を保つためにチャイマーを使用し
ます。

競技時間
各クラスともに４０分
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フィニッシュ
最終コントロールからフィニッシュまでの誘導はございません。
フィニッシュ方法はパンチングフィニッシュ方式を採用します。

計算センター
フィニッシュ後は必ず計算センターを通過してください。
通過しない場合、捜索対象となる可能性がありますのでご注意ください。
レンタル E カードは計算センターにて回収いたします。
ナンバーカードも計算センターで回収します。

フィニッシュ閉鎖時刻
1５:００

競技終了後
調査依頼・提訴
調査依頼がある場合には正解表配布後 20 分以内、もしくは速報掲示後 20 分以内（どちらか遅い方の時刻）
に書面で本部に提出してください。回答は公式掲示板に提示いたします。
回答に不服がある場合には、回答後 20 分以内に書面で提出してください。

成績速報
会場内の本部付近に速報所を設けます。速報は随時掲示いたします。

表彰
パーク O の成績が確定し次第すぐ、本部前にて表彰式を行います。
トレイルＯ

A クラス総合・パラリンピックは各 3 位までの方を表彰いたします。
B クラスおよびＮクラスの参加者には、もれなく参加証をお渡しします。
パークＯ

各クラス 3 位までの方を表彰いたします。

E権
トレイル O の A クラスで 10 位以内に入られた方には、第１０回トレイル・オリエンテーリング選手権大会
（201４年 11 月・埼玉県にて開催）選手権クラスの出場資格が与えられます。
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世界選手権代表選考ポイント
2013 年度の WTOC 選手選考対象大会（JOA 公認大会・予定を含む）は次のとおり。

2013 年 9 月 16 日（月・祝） 第 2 回岩手県オリエンテーリングフェスティバル
トレイル・オリエンテーリングのつどい「花巻大会」
2013 年 11 月 2 日（土）

第 9 回全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会

2014 年３月３０日（日）

トレイル OSizuoka Style

2014 年３月 22 日（土）

トレイル O 稲荷山公園大会

選考対象大会は、今後追加される可能性があります。その場合は、JOA の HP 等で告知いたします。
選考対象大会の上位 10 名に、1 位 11 点、2 位 9 点、3 位 8 点～10 位 1 点のポイントを与え、参加した大会のう
ち成績の良かった 2 大会の合計ポイントを選考基準とする。（全日本大会に限り、1 位 14 点、2 位 10 点、3 位 9
点、4 位 8 点～11 位 1 点とする）
選考対象大会の運営者には、参加した大会のうち上位 2 大会の平均点を、運営した大会の運営ポイントとする。
（全日本大会 1 位のものは 12 ポイントで換算する）
代表選手及び補欠選手については 2014 年 3 月 31 日までに公表する。
選考委員は JOA トレイル委員会および選手強化推進チームとする。

◆その他事項
留意事項
・参加者が自分自身に、あるいは第三者に与えた事故・損害等につきまして、主催者は一切の責任を負いかね

ます。
・テレイン内を散策中の一般の方には、十分に注意を払って競技を行ってください。
・中止の場合には、当日午前 7 時頃を目途に以下の連絡手段を通じてお知らせいたします。
➀オリエンティア ML(メーリングリスト) ②トレイル O 協会 ML ③トレイルＯ協会ＨＰ

問合せ先
田中博（実行委員長）
Mail hrshtnk＠m.ictv.ne.jｐ

Tel

090-3098-7535

大会役員
トレイル・オリエンテーリング役員
競技責任者

田中博（ＮＰＯ法人トレイルＯ協会） 運営責任者

中山勝（ＮＰＯ法人トレイルＯ協会）

コースプランナー

児玉拓（多摩ＯＬ）

杉本光正（ＥＳ関東クラブ）

当日役員

大会コントローラ

井上稔雄（春日部ＯＬＣ）
井上博人

加藤伶子

小林二郎

田島三郎

平島勝彦

渡辺徹也

田中洋子（入間市ＯＬＣ）

パーク・オリエンテーリング役員
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コースプランナー

海老沢正（入間市ＯＬＣ）

競技責任者

岡部淳（入間市ＯＬＣ）

地図調査 修正

児玉拓 （多摩ＯＬ）

