
CHAN-PON O-FESTA 2007 in Nagasaki, Japan 
May 19-20 2007  Ohmura City 

Day 1 (Sat)  TRAIL O in Nodake-lake Park 

    Sprint O in Nodake-lake Park 

Day 2 (Sun)  All Japan Championships in Trail O 
 

 

［長長崎崎ちちゃゃんんぽぽんんフフェェススタタ］ 

大村市制施行 65 周年記念事業 

第３回全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会 
併設 公認スプリント大会（カテゴリーS） 

トレイル O の集い in 大村 

 

総合プログラム 
 

 

平成 19 年 5 月 

● 19 日（土） 集合場所/大村市野岳湖畔 

          ◆JOA 公認スプリント大会（カテゴリーS） 

        ◆トレイル O の集い in 大村 

● ２０日（日） 集合場所/大村市役所裏の大村競艇場駐車場 

         ◆第３回全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会 

 

 

 

 

 

 

 



 
長崎ちゃんぽんフェスタ 大会役員 

名誉会長   金子原二郎（長崎県知事） 
大会会長   松本 崇 （大村市長） 
実行委員長  勢戸利春（長崎県トレイル・オリエンテーリング協会会長） 
総括責任者  仲尾勝利（長崎県トレイル・オリエンテーリング協会事務局長） 
副総括責任者 田中 博（日本トレイル・オリエンテーリング研究会会長） 
事務局長   御厨幹正（大村市物産振興協会会長） 

   広報・渉外    谷村俊明 
   資材調達（競技） 志田章博 
   資材調達(競技外)  菅 光大 

参加者集計    水野義幸 
ツアー集計    嶺真一郎 
ボランティア手配 林田真吾 

同      山川正行 
   
主催：長崎ちゃんぽんフェスタ実行委員会 
主管：長崎県トレイル・オリエンテーリング協会 
後援：笹川スポーツ財団、長崎県、大村市、連合長崎、ＫＴＮスポーツ財団、長崎県障害者スポーツ協会、 

長崎県オリエンテーリング協会 
協力：陸上自衛隊大村駐屯地、陸上自衛隊竹松駐屯地、日本トレイル・オリエンテーリング研究会 
 
 

荒天による大会の中止について（3 大会共通） 

各大会とも雨天決行、荒天中止です。中止の場合は、当日朝午前 5 時までに決定します。開催の有無は午前

5 時以降に下記までお問合せください。 
大会本部（大村市物産振興協会内 長崎ちゃんぽんフェスタ事務局） Tel. 0957-54-1061 

二日間共通注意事項 

・ 自分の健康状態を良く考え、自分の責任で参加してください。 

・ 大会中に参加者が自分自身・他人・器物などに与えた損傷、損害、損失などについて、主催者は一切の責

任を負いません。 

・ スポーツ障害保険には主催者で加入しますが、補償額には限度があります。主管者は競技中に生じた怪我

などに応急処置のみ行います。 

・ 喫煙は指定された場所以外では禁止します。 

・ ごみは各自でお持ち帰りください。 

交通案内 

まとまり次第、当ホームページに掲載しますのでもう少しお待ちください。 

なお、ＥおよびＡクラスに事前申込された方にはとりあえず近日中に個別にご連絡を差し上げます。 

 

 

********************************************************************************************* 

 

 

 

 

 



JOA 公認スプリント大会 5 月 19 日（土） 雨天決行/荒天中止 

  

大会役員 

実行委員長    稲田俊彦 
   競技責任者    杉本光正 
   運営責任者    稲田俊彦 
   コースプランナー 杉本光正 
   地図調査・作図  田中 徹 
   コース監修    村越 真 
   コース管理    杉本光正 
   受付       田中洋子 
   スタート     松川清一 
   ゴール      山下隆良 
   計算センター   田中 徹 

大会コントローラ 吉村充功 
会場案内図 

 

 

 

 

 

 

受付  
野岳湖公園内「儀太夫会館」前  13:00~15:00 

事前申込者 

 受付横にて配布物（ナンバーカード１枚・Ｅカード・バックアップラベル・コントロール位置説明）を受け

取って下さい。配布物はクラスごとに分けられた段ボール箱に入れてあります。 

安全ピンは各自で用意してください。 
 競技範囲が“トレイルＯの集い”と重複している部分があります。“トレイルＯの集い”にはスプリントを

走ったあとで参加してください。先にトレイルＯに参加するとスプリントはオープン扱いになります。 

 

当日申込者 

 所定の申込書に必要事項を記入し、参加費と共に受付に提出してください。スタート時刻を指定し、配布物

（ナンバーカード・Ｅカード・バックアップラベル・コントロール位置説明）をお渡しします。マイＥカード

は使用できません。 

クラス ＯＡ ＯＢ ＯＪ（15 歳以下・ＯＢと同等・グループ可） 

参加費 ＯＡ 2,000 円  ＯＢ・ＯＪ 1,000 円 

 

コンパスの貸し出し 

 コンパスの貸出希望者は、受付に申し出てください。万一、破損あるいは紛失された場合には実費 3,000
円を負担していただきます。返却は受付でお願いします。 
 

公式掲示板 

 受付近くに公式掲示板を設置し、当日の注意事項を掲示します。必ずご覧下さい。 



 
  

会場 

 儀太夫会館前のロサモタ広場をメイン会場とます。会場以外への立ち入りは、常識の範囲でお願いします。

立入禁止区域については、当日、現地に示します。 

 

更衣室 

 儀太夫会館内に更衣室を設けます。汚れた服、靴などでの立ち入りを禁止します。施設の保全にご協力くだ

さい。また、会場および周辺での服・靴等の洗濯、泥落としを禁止します。 

 

スタート  

13:30~15:30 
  スタートは会場（ロサモタ広場）から 100ｍです。位置は会場案内図で確認して下さい。Ｅカード・ナン

バーカードのない方は出走できません。アクティベートユニットでＥカードの動作確認を行ってください。 

 スタート３分前になりましたら、スタート枠に入って下さい。１分ごとに一つ枠を進みスタート時刻の合図 
と同時に地図を取り、競技を開始してください。地図上のスタート位置（△）は、スタート枠のすぐ前のフラ 
ッグです。 
 スタートの計測はリフトアップ方式で行います。スタートユニットからＥカードを離したときから計時が始

まります。 
遅刻者は係員に申出て下さい。適宜スタートできるようにします。その場合、競技時間は指定されたスタート

時刻から計算します。遅刻の場合であっても 15:30 以降のスタートはできません。 

 

競技 

 （社）日本オリエンテーリング協会制定の「日本オリエンテーリング競技規則」に準じます。 

  「日本スプリントランキング」指定レースです。各クラスともポイント競技です。 

 

競技時間 

 競技時間は１時間です。１時間を過ぎた場合は失格となりますので、直ちに競技を中止し、速やかにフィニ

ッシュを通過してください。 

 

地図 

「野岳湖公園」（作成 2007 年 4 月） 縮尺 1:5,000 等高線間隔２ｍ 走行可能度５段階表示 
日本スプリントオリエンテーリング地図図式規程（JSSOM2007）準拠 プリンタ出力 A4 版 
ポリ袋封入済 
JSSOM に規定される立入禁止記号、特殊記号等は地図凡例に記載します。地図の見本は公式掲示板に掲示し

ます。また本テレインの旧 O-MAP 「野岳湖畔」を掲示します。 

 
JSSOM2007 について 

JSSOM(日本スプリント・オリエンテーリング地図図式規程)2007 は、IOF(国際オリエンテーリング連盟)が定めた

スプリント競技用の地図図式(ISSOM2005)を基盤に、JOA(日本オリエンテーリング協会)が制定した日本の新しいス

プリント競技用地図の図式です。これまでフットオリエンテーリングの地図図式としてなじんできたISOM とは色の

区分などで基本的に変わりはありません。しかし、スプリント競技の特性(高速、短時間、複合的なテレインなど)

に対応するため以下の点で特徴があります。 

 

１．黒の太線で表わされた特徴物(がけ、柵、壁など)は通過禁止です。 

２．これまでの ISOM 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、耕作地、建

物など)は JSSOM では通過禁止となります。 



３．走行度表示が５段階となり、濃い緑色で表わされる植生は、通過禁止となります。  

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。 

５．道は基本的に実幅で表わされます。踏み跡など小径は破線で示されます。 

６．通過可能な水面の記号が増えました。 

 

テレイン 

 野岳湖の周囲に広がる公園を中心に、一部山林も使用します。公園内には、遊具施設やキャンプサイトが点

在しています。南側にはやや急な斜面があり、一部非常に細かい地形も存在します。植生は森林部については

概ね良好です。一部コースでは通過可能な水面を通過する可能性があります。 

 

コース距離・優勝設定時間 

コース クラス コース距離 

（ｋｍ） 

優勝設定時間 

   （分） 
1 Ｍ２１Ａ 2.5  16 

2 Ｗ２１Ａ 2.0 16 

 Ｍ３５Ａ  16 

 Ｍ２０Ａ  16 

3 Ｗ３５Ａ 1.9 15 

 Ｗ２０Ａ  15 

 Ｍ１５Ａ  18 

 Ｗ１５Ａ  18 

 Ｍ５０Ａ  15 

 Ｗ５０Ａ  18 

 ＯＡ   

4 Ｍ２１Ｂ 1.8  

 Ｍ３５Ｂ   

 Ｍ５０Ｂ   

 Ｗ２１Ｂ   

 Ｗ３５Ｂ   

 Ｗ５０Ｂ   

 ＯＢ，ＯＪ   

 

服装・靴 

 競技は主に公園内を使用しますが、森林に入る部分もあります。肌の露出を避けた服装で競技することをお

勧めします。 

 金属スパイクの使用は禁止いたします。 

 

パンチ 

 Ｅカードを使用します。 

 コントロールは必ず指定された順番通りに回ってください。コントロールに到着したら、コントロール番号

を確認してＥカードをユニットにセットしてください。間違ったコントロールにセットした場合は、次に正し

いコントロールにセットをし直してください。 

 

競技上の注意 

 競技は主に公園内を使用します。遊具のある広場、キャンプサイト等を通りますので、一般の来園者との接



 
触事故などを起こさないようにくれぐれもご注意下さい。 

 道路やサイクリングロードを通行や横断をする際には、車や自転車に注意してください。 

 立入禁止・通行禁止の場所は地図上に示してあります。くれぐれも立ち入らないようにご注意下さい。立入

禁止区域に入ったことが判明した場合は失格となります。 

 

ビジュアルコントロール 

 会場内にビジュアルコントロールを設けます。競技者を妨害しないように注意の上、ご声援よろしくお願い

します。また、ビジュアルコントロールの前後に、会場内を選手が走り抜けますので、接触しないように注意

して下さい。 

 

フィニッシュ 

 パンチングフィニッシュです。フィニッシュエリアのユニットに、Ｅカードをセットした時刻がフィニッシ

ュ時刻となります。フィニッシュエリアは会場内となります。 
 地図回収はいたしません。出走前の選手に地図を見せたり、情報を提供した場合には、双方の競技者とも失

格としますので注意してください。 

 

フィニッシュ閉鎖 

  フィニッシュ閉鎖は 16 時 30 分です。閉鎖時刻までには競技を終了し、フィニッシュを通過してください。

また、競技途中で棄権する場合も、必ずフィニッシュを通過してください。 

 

成績速報 

 成績速報は会場内の速報所に掲示します。 

 

調査依頼・提訴 

 失格の判定を受けた方は、調査依頼をすることができます。また競技及び成績に不服・疑問がある方は、申

し立てをすることができます。どちらも本部に文書で提出してください。本部の回答に納得できない場合は、

提訴することができます。  
 

裁定委員 

 裁定委員（３名）は当日公式掲示板で発表します。 

 

表彰 

 各クラス３位まで表彰します。表彰は翌日の全日本トレイルＯ選手権大会の表彰式に先立って行います。 

 

地図販売 

 翌日、全日本トレイルＯ選手権大会の会場で行います。販売数に限りがありますのであらかじめご了承くだ

さい。 

 

成績 

 成績は一両日中にウェブ上で公開いたします。印刷した成績表が必要な方は本部で申し込みください。 
成績表は全日本トレイルＯ選手権大会と共通のものになります。１部３００円です。 

 

************************************************************************************************* 



 

トレイル O の集い in 大村 ５月 19 日（土）雨天決行/荒天中止 

  大会役員 
実行委員長    大坪一之 

   競技責任者    大坪一之 
   コースプランナー 柏木政樹 
      同     蓮本勇樹 
   地図調査・作図  志田章博 
   コース監修    伊東洋一郎 
   コースセット   大坪一之 
   受付       田村繁幸 
   スタート     山川正行 
   ゴール      岡本智子 
   計算センター   菅 光大 
 

会場  野岳湖公園内「儀太夫会館」前（スプリントの会場図参照） 

受付  10:00~16:00 

競技範囲が“スプリント大会”と重複している部分があります。“トレイルＯの集い”にはスプリントを走

ったあとで参加してください。先にトレイルＯに参加するとスプリント大会がオープン扱いになります。スタ

ート時刻指定を受ける時に十分ご注意ください。 

 

事前申込者 

 受付で配布物（ナンバーカード、コントロールカードなど）を受け取り、スタート時刻の指定を受けて下さ

い。安全ピンは各自で用意してください。 
  

当日申込者 

 所定の申込書に必要事項を記入し、参加費と共に受付に提出してください。スタート時刻を指定し、配布物

（ナンバーカード、コントロールカードなど）をお渡しします。 
クラス がんばりコース（上級者向け） 
    らくらくコース（初級、中級者向け） 
    おためしコース（初心者向け） 

参加料 1 人 1,000 円 

  大村市に在住または勤務先のある方 500円 

  小学生未満は無料（保護者同伴のこと） 

 

コンパスの貸し出し 

 コンパス借用希望者は受付に申し出てください。返却は受付でお願いします。万一、破損あるいは紛失した

場合には実費 3000 円を負担していただきます。 
 

公式掲示板 

 受付近くに公式掲示板を設置し、競技に関する情報を掲示します。必ずご覧下さい。 
  

更衣室 



 
 儀太夫会館内に更衣室を設けます。貴重品の管理にご注意ください。 

 

競技 

 （社）日本オリエンテーリング協会制定の「日本トレイル・オリエンテーリング競技規則」に準じます。 

 

地図 

「野岳湖畔」（作成 平成 19 年 2 月） 縮尺 1:3,000 等高線間隔２ｍ 透視可能度 3 段階表示 
オリエンテーリング地図国際図式規定（ISOM 2000）準拠 プリンタ出力 A4 版 

服装・靴 

 競技は公園内です。特に制限はありません。 

スタート   

10:30~16:00 スタートは受付に隣接しています。スタート３分前になりましたら、スタート枠にお入り下さ

い。１分ごとに一つ枠を進みスタート時刻の合図と同時に地図を取り、競技を開始してください。 

 遅刻した人は、係員に申し出て下さい。適宜スタートできるようしますが、その場合、競技時間は指定され

たスタート時刻から計算します。 

競技時間 

 競技時間は 120 分です。競技時間をオーバーすると 5 分までごとに 1 点の減点になりますので、十分ご注

意ください。 

テレイン 

 テレインは野岳湖の周囲に広がる公園です。公園内には、遊具施設やキャンプサイトが点在しています。 

コース距離 

    クラス            距離（ｋｍ）  登距離（ｍ） 

 がんばりコース（上級者向け）     2.0       10 
らくらくコース（初級、中級者向け）  2.0       10 
おためしコース（初心者向け）     1.8        5 

コントロールカードへのチェック方法 

   パンチ吊下げ方式です。各コントロールの DP から次のコントロールに向かって少し行ったところの道

のはたにパンチが吊下げてありますので、それでパンチしてください。各競技者がそれぞれパンチを持参

する方式ではありません。 

ゴール 

 ゴールは受付のところです。借りたコンパスを返却してください。地図回収はしませんので、スタート前の

競技者に地図を見せたり、情報を提供したりしないようにお願いします。 

  ゴール閉鎖は 18 時です。閉鎖時刻までには競技を終了し、ゴールを通過してください。また、競技途中で

棄権する場合も、必ずゴールを通過してください。ゴールを通らないで途中で帰ったりしないようにお願いし

ます。 

 

成績速報 

 成績速報は会場内の速報所に掲示します。 

競技上の注意 

  道路を通行・横断する際には、車や自転車に注意してください。 

 



 

************************************************************************************************* 

 

平成 18 年度（第 3 回） 

全日本トレイル・オリエンテーリング選手権大会   

５月 20 日（日）   雨天決行/荒天中止 

主催：社団法人 日本オリエンテーリング協会 

主管：長崎県トレイル・オリエンテーリング協会 

大会役員 
名誉会長     金子原二郎（長崎県知事） 
名誉副会長    松本 崇 （大村市長） 
会長       長谷川純三（社団法人日本オリエンテーリング協会会長） 
副会長      高村靖郎 （長崎県オリエンテーリング協会会長） 
副会長      勢戸利春 （長崎県トレイル・オリエンテーリング協会会長） 
実行委員長    北村誠二 （長崎県トレイル・オリエンテーリング協会理事長） 
競技責任者    高橋 厚 
副競技責任者   伊東洋一郎 
運営責任者    田中 博 
事務局長     仲尾勝利 
大会コントローラ 櫻内保幹 

【本部役員】 

参加者輸送    林田真吾 
障害者サポート  山川正行 
イベント進行   川田金太郎 
  同      谷村俊明 
抽選会      山下隆義 
参加者集計    水野義幸 
表彰       金子三朗 
報道対応     柘植大二郎 
通信       陸上自衛隊竹松駐屯地 
救護       陸上自衛隊大村駐屯地 
 

【E、A クラス役員】 

コースプランナー 今井信親 
地図調整     野口孝之 
受付       田中洋子 
競技者輸送    林田真吾 
計算センター   久保井輝政 
コース管理    今井信親 
コース管理    山口千津男 
障害者サポート  坂本欣也 
スタート     上野山禎造 
中間地点管理   熊谷賢哉 

同      久保里司 
ゴール      中山 勝 
タイムコントロール野口孝之 



 
通信       陸上自衛隊竹松駐屯地 
救護・パトロール 陸上自衛隊竹松駐屯地 

 【B、C、N クラス役員】 

コースプランナー 伊東洋一郎 
地図調査・作図  志田章博 
受付       金子三朗 
コース管理    伊東洋一郎 
障害者サポート  尾崎ゆかり 
初心者説明    吉村浩行 
  同      川瀬寿一 
スタート     山下隆義 
会場管理     大坪一之 
ゴール      山川正行 
計算センター   蛭川誠嗣 

 

 

共通事項（Ｅ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｎ各クラス） 

会場 

 

 集合時の会場：大村市役所裏の大村競艇場駐車場 

 ゴール後の会場：大村競艇場内のイベント広場 

 

受付 

場所 大村市役所裏の大村競艇場駐車場 

時間 Ｅ，Ａクラス（事前申込者） 7：20～ 8：20 

   Ａクラス（当日申込者）   7：20～11：00 テレインへの輸送の都合上出来るだけ早い時間に受

付を済ませて下さい 

    Ｂ，Ｃ，Ｎクラス      9：00～11：00 

 

会場設備 

 ・車椅子用トイレ  集合時の会場近くの大村公園内にあります。また、ゴール後の会場である大村競艇場

内に 2箇所あります。競技中のトイレについては、コースごとの項を参照願います。 



 ・更衣所  特に設けません。 

 ・飲食物の販売  ゴール後会場の大村競艇場内に飲食店が多数あります。長崎県や大村市の名物を召し上

がることができます。是非ご利用ください。 

 

エスコート 

 ・エスコートは車椅子による移動の介助とコントロールカードへのパンチチェックの援助のみを行い、競技

に関する助言は一切行いません。ルート選択、解答に対する助言や同意を介助者に求めることは厳禁です。 

 ・毛布、水筒など個人的に必要なものがある場合は、競技者各自で用意してください。 

・自力で移動可能な競技者でエスコートが不要な方は、本部まで申し出てください。 

 

服装など 

 特に制限はありません。 

  

競技規則 

 日本トレイル・オリエンテーリング競技規則に準拠します。 

 

コントロールカードへのチェック方法 

  吊下げ方式です。各コントロールの DP から次のコントロールに向かって少し行ったところの道のはた 

 にパンチが吊下げてありますので、それでパンチしてください。 

 

棄権 

競技を途中で中止する場合でも、必ずゴールまたは本部にコントロールカードを提出してください。提出が 

ないと行方不明者として捜索が行われることになります。 

 

表彰式と大抽選会 

 ・当日、大村競艇場イベント広場において 12 時ころよりアトラクション、午後 2 時ころより表彰式を行い

ます。 

 ・ＥおよびＡクラスの上位 3位まで表彰します。 

 ・上記の表彰とは別に、移動障害を持つ参加者を対象とする「パラリンピック部門」として E、A クラスの

上位 3位まで表彰します。 

・表彰式に続いて 2007 年世界トレイル・オリエンテーリング世界選手権（８月、ウクライナ）の日本代表

選手の発表を行います。 

・最後にいよいよお楽しみ大抽選会です。最後まで残って賞品をもらいましょう。 

 

競技中の注意 

 ・競技中は障害者優先です。特にＤＰの前では車椅子競技者に場所を譲りましょう。 

 ・競技中は私語厳禁、静粛に競技を行ってください。 

・コース内では携帯電話は使用禁止です。 

 

Ｅ,Ａクラスについて 

地図 

 ＩＳＯＭ 2000 準拠  縮尺 1：5000  等高線間隔 ５ｍ  透視可能度３段階表示         

基礎図調査/作成 山川克則（ジェネシスマッピング） 



 
Ａ4版 ポリ袋封入済み 

 特殊記号 ×（緑） 倒木 根元の方（太い方）の直径が 50cm以上 ×の中心は根元の方の端の位置です。 

○ （黒） 炭焼き釜あと  

○ （中心に点/黒） 石碑   を使用します。 

 岩、岩がけは高さ 0.8ｍ以上のものを記載しています。 

 

エスコート 

車椅子など移動障害をお持ちの競技者には、主催者側で競技者 1名に介助者（エスコート）1名を用意して

います。友人、知人、家族などは介助できません。ただし医療介助が必要な方は事前に本部まで申し出てくだ

さい。ご相談に応じます。 

 

コース中のトイレ 

 中間地点に車椅子用トイレを設置します。他の競技者も利用できます。スタート地点、ゴール地点にはトイ

レはありません。必要な場合にはリフトつきマイクロバスで臨機に対応します。スタートに向かう前にはトイ

レを済ませてください。 

 

コース距離 

            距離（ｋｍ） 登距離（ｍ） 

     Ｅコース    2.6     10 

     Ａコース    2.6     10 

  

競技時間 

 Ｅ、Ａコースとも 150 分です。タイムオーバー5分までごとに 1点の減点となります。 

 

テレイン情報 

 ほとんどが山地からなる長崎県において、大村湾に沿って数少ない平野の広がる大村市中心部から標高で

300ｍほど急坂を登ったところにある大多武地区一帯がテレインです。人家はほとんどありません。国の天然

記念物「イチイガシの天然林」、自然林、植林地、自衛隊演習地からなります。多くの巨岩、倒木が見られ、

水系が発達しています。これまでの日本のトレイルＯのテレインには見られないものであり、高度の判断力と

集中力が求められます。 

 コースはほとんどが舗装された公道で、一部のみが未舗装です。全体に下り基調で、上りは少なくなってい

ます。公道のため一般車両が通りますので安全には注意してください。 

 

公式掲示板 

 会場に公式掲示板を設け、競技に関する変更事項、重要情報などを掲示します。参加者は競技前に必ず確認

してください。 

 

調査依頼・提訴 

 競技に関する調査依頼および提訴は本部備付けの用紙により、ゴール後１時間以内に本部に提出してくださ

い。 

 

裁定委員 

 裁定委員（3名）は当日公式掲示板に発表します。 

 



 

Ｅ,Ａクラスの競技の流れ 

受付 

 大村市役所裏の大村競艇場駐車場です。 

時間 7：20～8：20（朝早いのでご注意ください） 

 ただしＡクラスの当日申込は、7：20～11：00 テレインへの輸送の都合上できるだけ早く受付 

を済ませて下さい。 

 事前申込者 

  受付で登録し、コントロールカード、ナンバーカードその他を受け取ってください。 

 当日申込者 

  Ａクラスのみ受付けます。申込書に必要事項を記入し、受付に参加料とともに提出してください。スター

ト時刻を指定し、コントロールカードをお渡しします。定員を超えた場合には他のクラスに回っていただき

ます。競技者登録していない方は一時登録料として 500 円いただきます。 

  コンパスをお持ちでない方には貸し出します。返却はゴールした際にお願いします。なお、貸し出したコ

ンパスを破損/紛失した場合は、実費 3,000 円を頂きますのでご注意ください。 

 

  事前申込、当日申込どちらの方も、受付でコース検討会と交流会参加の有無を申告してください。 

 

荷物預け 

 受付とゴール後の会場は場所が異なるため、荷物を預かり、ゴール後の会場まで運搬します。荷物は受付近

くの荷物置場に置いてください。貴重品は各自で管理してください。荷物には貴重品は絶対に入れないように

お願いします。主管者は紛失についての責任は負いかねます。 

 

テレインへの移動 

 テレインへはバス移動（無料）となります。バスの出発時刻は、 

  第 1 便 7：30  マイクロバスおよびリフトカー   

  第 2 便 7：45  マイクロバスおよびリフトカー   

  第 3 便 8：30  マイクロバス        の 3 便です。 

バスは受付近くから出発します。所要時間は約 25分です。 

マイクロバスでバスの終点まで行き、そこから歩いてスタート地区に向かってください。バスの終点からス

タート地区までは下り約 400ｍです。ただし身障者はリフトカーに乗車してください。スタート地区まで入り

ます。 

自分のスタート時刻を考え、なるべく早いバスを利用されるようお勧めします。 

Ａクラスの当日申し込み者で、受け付け時間の遅い方には、個別に対応します。 

スタート 

 トップスタートは 8：30 です。 

 自分のスタート時刻の 3分前になったら、スタート枠に入り、1分ごとに 1つ前の枠に進んでください。ス

タートチャイマーの合図とともにスタートです。地図はスタートと同時にお渡しします。 

遅刻者は役員の指示に従ってスタートしてください。競技時間は当初指定されたスタート時刻から計算され

ます。 

 

給水および救護 

 給水所はコースの中間地点に 1箇所設けます。スタートおよびゴール地区にはありません。救護所は中間地

点とゴールに置きます。 

 



 

タイムコントロール 

 タイムコントロールでは役員の指示に従ってください。回答時間の計測は自動計測器（通称ＴＣチェッカー）

を使います。スタート地区にＴＣチェッカーの写真を置きます。 

 

ゴール 

 ゴールに着いたら役員にコントロールカードを渡してください。競技終了です。 

 

会場へ 

ゴールからバス乗り場までは約 400ｍです。バスはおよそ 15 分ごとに発車する予定で、会場までは 20分を

予定しています。 

 

注意事項 

 ・テレインは山の中にあり、食料、飲料など購入できるところはまったくありません。自動販売機もありま

せん。コース中の中間地区に給水所は設けますが、競技時間に往復のバス乗車時間などを加えるとかなり

の長時間になりますので、食料、飲料の持参を推奨します。 

 ・スタート地区、ゴール地区を含め、コース中に雨を避けられるところはまったくありません。雨対策を十

分してください。 

・口頭あるいは他の方法によって競技者同士が話し合ったり解答を教えたりすることは厳禁です。もし不正

行為を行った場合は、関係する全員を失格とします。私語・独り言も禁止です。 

・コースセット用コンパス、距離計測器（用具）などはコース内に持ち込みはできません。 

 

コース検討会 

 大抽選会終了後、14：40 ころにバスがイベント広場裏の駐車場からテレインに向け出発します。希望者は

どなたでも参加できます。16：30 ころに検討会を終了した後、バスは交流会会場経由、空港へ向かいます。 

 コース検討会参加の有無を当日朝受付で申告してください。 

 

交流会 

 17：00 から公民館（大村市久原 2丁目）において開催します。参加費一人 2,000円。軽飲食を用意します。 

18：30 に終了後、空港までバスを運行します。空港着 18：50 ころの予定。 

日本全国から参加のみなさん、長崎の方々、さらに韓国、香港から参加のみなさん、せっかくの機会を生かし

て親交を深めてください。 

交流会参加の有無を当日朝受付で申告してください。 

 

本大会の成績の取扱いについて 

 出場者には本大会の成績に応じ、次の取扱いがなされます。 

・ Ｅクラス優勝者は 2007 年 8 月、ウクライナで開催される世界トレイル・オリエンテーリング選手権

大会の日本代表選手として選出されます。 

・ Ｅクラスのパラリンピック優勝者は同世界選手権大会パラリンピッククラスの日本代表選手として

選出されます。 

・ Ｅクラス上位 20 名およびＡクラス上位 3 名には、次回（第 4 回）全日本トレイル・オリエンテーリ

ング選手権大会（東京開催）Ｅクラスの出場権が与えられます。 

 

 



Ｂ,Ｃ,Ｎクラスについて 

地図 

 ＩＳＳＯＭ 2007 準拠  縮尺 1：3000  等高線間隔 2ｍ  透視可能度３段階表示         

Ａ4 版 ポリ袋封入済み 

 

コース中のトイレ 

 車椅子用のトイレはコース中に２～３箇所にあります。地図に記載してありますので確認してください。 

 

コース情報 

          距離（ｋｍ）  登距離（ｍ） 

  B コース     2.0       10 

  C コース     1.4       5 

  N コース     1.4       5 

 

 コースは舗装部分未舗装部分が混在していますが、未舗装部分も路面状態は良好です。公園内の道が多いで

すが、一部公道も通りますので通行車両には十分ご注意ください。 

 

公式掲示板 

 会場に公式掲示板を設けます。競技についての注意事項や大事な情報を掲示しますので、必ずご覧になって

ください。 

 

Ｂ,Ｃ,Ｎクラスの競技の流れ 

受付 

 大村市役所裏の大村競艇場大駐車場です。 

時間 9：00～11：00 

 事前申込の方 

  受付で登録し、コントロールカード、ナンバーカードその他を受け取ってください。 

 当日申込の方 

  申込書に必要事項を記入し、受付に参加料とともに提出してください。 

    参加料 1人 1000 円 

  大村市在住または勤務先のある方 500 円 

  小学生未満は無料（保護者同伴のこと） 

その際、スタート時刻を指定し、コントロールカードとナンバーカードその他をお渡しします。 

  コンパスをお持ちでない方には貸し出します。返却はゴールした際にお願いします。なお、貸し出したコ

ンパスを破損/紛失した場合は、実費として 3,000円を頂きますのでご注意ください。 

   

 

初心者説明 

 初めてトレイル・オリエンテーリングを経験される方、また経験があるがやり方に自信のない方は初心者説

明コーナーで説明を受けてください。説明コーナーではビデオ、掲示物などによってご説明します。 

 

スタート 

 スタート地区へは誘導に従ってください。スタート開始は９時 30 分です。自分のスタート時刻の 3分前に



 
なったらスタート枠にお入りください。１分ごとに１つ前の枠に進んでください。地図は一番前の枠に入った

時にお渡しします。スタートチャイマーの合図とともにスタートです。 

 N クラスは１番から３番までの３つのコントロールが説明コントロールになっています。係員がいて競技の

やり方、解答の出し方をお教えしますので、納得するまで説明を受けてください。 

 

注意事項 

 競技中は静粛に願います。また相談したり解答を教え合ったりしてはいけません。携帯電話は緊急時以外、

使用しないでください。 

 

ゴール 

 地図上に記された二重丸（◎）のところがゴールです。ゴールしたらコントロールカードを役員に渡してく

ださい。競技終了です。コンパスを借りた方はここで返却願います。 

 

お楽しみ大抽選会 

 ゴール後の会場である大村競艇場のイベント広場で 12 時からアトラクション、午後２時から E,A クラスの

表彰式、続いてお楽しみ大抽選会を行います。最後まで残って賞品をゲットしましよう。 

 なお、B,C,N クラスの表彰は行いません。 

 

 

********************************************************************************************* 

 

Ｅ,Ａクラスのスタートリストは決まり次第発表します。 

 
********************************************************************************************* 

 

問合せ先 

（社）大村市物産振興協会内 長崎ちゃんぽんフェスタ事務局 

〒856-0831 長崎県大村市東本町 1-1  

   Tel & Fax : 0957-54-1061 

      E-mail : medaka@bb.tvs12.jp 


