
日本のトレイルＯが沸点に達する５日間。
障害者スポーツ支援基金助成事業
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世界トレイル・オリエンテーリング選手権大会併設
森林祭オリエンテーリング大会開催要項　

【大会日程】◆日程を変更しました。ご注意ください。◆

８月 WTOC Ｏ-フィーバー
（トレイルＯ）

会場
受付時間※1

競技時間※1

Ｏ-フィーバー

（フットＯ）

９日（火） モデルイベント１ 額田町

野外教育センター

10:00-16:00
10:00-17:00 —

モデルイベント２ 豊田市

昭和の森

11:00-12:20
11:00-12:50

̶ 体験コース 豊田市

緑化センター

10:00-14:30
10:00-15:00

Day２

（ＪＯＡ公認大会）

豊田市
１０日（水）

開会式 ̶

愛･地球博 　

長久手愛知県館

おまつり広場

開始

17:30- 開会式

１１日（木） Day 1 Ｅチャレンジ
（指定大会※2）

額田町

野外教育センター

11:30-16:00
12:00-17:30

Day３

（ＪＯＡ公認大会）

豊田市

Day 2
表彰式
閉会式

サマー
フェスティバル
（指定大会※2）

作手村

鬼久保ふれあい

広場

11:30-16:00
12:00-17:30

１２日（金）

ＩＯＦ
̶

額田町

野外教育センター
15:30-18:30

Day４

（ＪＯＡ公認大会）

作手村・額田町

１４日（日） ̶ コース検討会
作手村

鬼久保ふれあい

広場

①13:00-15:00
②15:00-17:00

Challenge２

作手村・額田町

  世界オリエンテーリング選手権大会（WOC）ならびに世界トレイル・オリエンテーリング選手権大会
（WTOC）は穂の国森林祭の連携事業であり、愛・地球博のパートナーシップ事業です。

世界オリエンテーリング選手権大会ＨＰ http://www.WOC2005.jp/
穂の国森林祭ＨＰ http://www.shinrin.net/
愛・地球博ＨＰ http://www.expo2005.or.jp/



【大会概要（お勧めポイント・お勧めスケジュール）】

モデルイベント１（野外教育センター）
受付 10:00-16:00・競技 10:00-17:00

　１１日の世界選手権 Day１コースの参考となるモデルコース

を楽しんでいただきます。難易度はもちろん世界選手権レベ

ル。スタート時刻の指定はありませんので、マイペースでお楽

しみください。なお、この日は WOC およびＯ-フィーバー（フ

ットＯ）のレースはありません。

＜公共交通機関ご利用の方＞
申し訳ありませんが、公共交通機関の準備はありません。

＜自家用車ご利用の方＞
お好きな時間に会場へお越し下さい。

モデルイベント２（昭和の森）
受付 11:00-12:20・競技 11:00-12:50

　１２日の世界選手権 Day２コースの参考となるモデルコース

を、世界選手権フットＯスプリントの予選と決勝を観戦する合

間にお楽しみいただけます。

体験コース（緑化センター）
受付 10:00-14:30・競技 10:00-15:00

　トレイルＯを初めて行う方は是非こちらにご参加ください。

開会式（愛・地球博　長久手愛知県館おまつり広場）
　　　　　　　　　　　　　開始 17:30-

　世界オリエンテーリング選手権大会ならびに世界トレイル・

オリエンテーリング選手権大会の開会式を皆さんで盛り上げま

しょう！（なお、開会式には愛・地球博の入場券が必要となり

ます。）

＜公共交通機関ご利用の方＞
豊田市駅・新城駅→［専用バス］→

WOC スプリント予選観戦→［同会場内］→

トレイルＯモデルイベント／フットＯDay２参加（→［徒歩 30

分］→体験コース→［徒歩 30 分］→ ）［同会場内］→WOC ス

プリント決勝観戦→

［専用バス］→開会式→［専用バス］→豊田市駅・新城駅

＜自家用車利用の方＞
愛知県緑化センター第３駐車場→［徒歩約２０分］→

WOC スプリント予選観戦→［同会場内］→

トレイルＯモデルイベント／フットＯDay２参加（→［徒歩３

０分］→体験コース→［徒歩３０分］→  ）［同会場内］→WOC
スプリント決勝観戦→［徒歩約２０分］→愛知県緑化センター

第３駐車場→［自家用車］→開会式

WTOC Day１（野外教育センター）

　いよいよ世界トレイルＯ選手権大会の本戦がこの日から始ま

ります。この日にはパラリンピッククラス世界チャンピオンが

決定します。

Ｅチャレンジ（野外教育センター）
受付 11:30-16:00・競技 12:00-17:30

　世界選手権の競技終了後から、皆さんには世界選手権のコー

スに挑戦していただきます。なお、このＥチャレンジの上位１
０名には第２回全日本トレイルＯ選手権大会Ｅクラス出場資格
が与えられます。

＜公共交通機関ご利用の方＞
豊橋駅→［専用バス］→WOC ミドル決勝観戦→

［専用バス］→Ｅチャレンジ→［専用バス］→豊橋駅

＜自家用車ご利用の方＞
作手村・鬼久保ふれあい広場→［専用バス］→WOC ミドル決勝

観戦→［専用バス］→Ｅチャレンジ→［専用バス］→鬼久保ふ

れあい広場

Ｅチャレンジにのみ参加の方は、直接野外教育センターにおい

でください。

※フットＯDay３への参加はスケジュール上難し
いので、あらかじめご了承ください。

　　トレイルＯはフットＯや WOC観戦とも併せて参加できます！



WTOC Day 2　9:00-13:00

表彰式・閉会式（鬼久保ふれあい広場）

　　　　　　　　13:30-14:00

この日は世界選手権 Day２が行われ、トレイルＯ世界チャン

ピオン並びに国別優勝チームが決定します。

　競技終了後、前日決定したパラリンピッククラスチャンピオ

ンと共に世界トレイルＯ選手権大会の表彰式と閉会式が行われ

ます。

日本選手のメダルも期待されます。表彰式
をみなさんで盛り上げましょう！

サマーフェスティバル

受付 11:30-16:00・競技 12:00-17:30

Ｅチャレンジ

　世界選手権 Day２とほぼ同じコースに挑戦していただきま

す。なお、このＥチャレンジの上位１０名には第２回全日本ト
レイルＯ選手権大会Ｅクラス出場資格が与えられます。

またＥチャレンジではクラブ対抗戦を行います。日本初のトレ

イルＯ優勝クラブはどのクラブになるのでしょうか！？

スペシャル

　Ｅ・Ａ・Ｂの各難度を混在させたコースです。タイム・コン

トロールはありません。このクラスへは親子・夫婦・カップル・

先輩後輩など、ペアでの参加がお勧めです。コントロールをじ

っくり観察し、また地図の見方を指導したり、お互いの見解の

違いを議論したりなどしてトレイルＯの醍醐味を存分に堪能し

てください。学生新人諸君のための読図練習にも是非どうぞ。

＜公共交通機関ご利用の方＞
豊橋駅→［専用バス］→WOC ロング決勝観戦→

フットＯDay４→［同会場］→表彰式・閉会式→［専用バス］

→豊橋駅

＜自家用車ご利用の方＞
作手村・鬼久保ふれあい広場→［同会場］→

フットＯDay４→［同会場］→表彰式・閉会式・サマーフェス

ティバル→［同会場］→鬼久保ふれあい広場

※サマーフェスティバルは、受付時間によっては競技時間が最

短で９０分しか確保できなくなりますので、あらかじめご了承

ください。

※Ｅチャレンジの表彰式は、１３日
のＣＣ７表彰式と併せて行います。

コース検討会（鬼久保ふれあい広場）
１回目 13:00-15:00　２回目 15:00-17:00

　世界選手権 Day２のコースをもとに、トレイルＯの課題の設

定やフラッグの置き方などを参加者と運営者とともに検討しま

す。トレイルＯの技術力向上に是非お役立てください。

　
　この日は WOC リレー競技がありますので、
まずは日本チームを応援しましょう！そして、
Challenge2 出走前か後のご都合の良い時間に
コース検討会に是非お越し下さい。

＜公共交通機関ご利用の方＞
豊橋駅→［専用バス］→Challenge2 参加／コース検討会→［専

用バス］→豊橋駅(詳細未定)

＜自家用車ご利用の方＞
鬼久保ふれあい広場→[徒歩約 10 分]→Challenge2 参加／コー

ス検討会→［徒歩約 10 分］→鬼久保ふれあい広場

★１２日のＥチャレンジの地図をお持ちでない方は、

参加費１０００円を頂戴いたします

（ただし、日本トレイルＯ研究会会員は無料です）。

～ＩＯＦクリニック～　８月１２日（金） 愛知県野外教育センター
ＩＯＦ主催のトレイルＯクリニックが開催されます。コース設定者、運営者等が対象ですが、トレ

イルＯに興味のある方は誰でも受講できます（講師：Ｂ・パーカー氏（英）、講義は英語、通訳無し。

資料準備のため事前申し込みが必要、資料代程度の参加費要：お問い合わせください）。

　小山太朗（ＩＯＦトレイルＯ委員会）taro-k@xb3.so-net.ne.jp TEL&FAX　0467-82-1655



【参加料】

※１人あたりの金額です。但し１２日のスペシャル・ペアは１組あたりの金額です。
（注）１２日のＥチャレンジの地図をお持ちでない方は１０００円を頂戴いたします（ただし、日本ト
レイルＯ研究会会員は無料です）。

★スペシャルでは個人・ペア問わずＥ難度のコントロール正解数に応じて

参加費の払い戻しが最高３００円まで受けられます！！
【表彰】
◆１１日（木）Ｅチャレンジ　個人１~３位
◆１２日（金）
Ｅチャレンジ各個人１~３位、クラブ対抗戦
１~３位（Ｅチャレンジ参加者上位３名の合
計成績を各クラブ成績とします）

※表彰式は１３日のＣＣ７表彰式と併せて行い
ます。
※モデルイベント、体験コースおよびスペシャ
ルの表彰はありません。成績の集計もいたし
ませんのでご了承ください。

【参加申込】
正規申込締め切り：６月１５日（水）必着
遅れ申込締め切り：７月１５日（金）必着

◆申込書送付先
〒955-0022 新潟県三条市上保内丙 87-1

藤島　由宇

またはＦＡＸ　0256-38-8807

◆参加料払込み先
郵便振替　00140-9-353799

加入者名　日本トレイルＯ研究会

【留意事項】
◆指定大会（１１日および１２日のＥチャレン
ジ）の代理出走は認めません。

◆ゴミはお持ち帰りください。
◆参加にあたってはご自身の健康状態を十分に
検討し、絶対に無理をしないでください。健
康保険証の持参をお勧めします。

◆参加者がご自身あるいは第三者へ与えた損傷、
損害、損失などについては、主催者はその責
任を負いません。

◆主催者は大会期間中に大会会場やテレイン内
で撮影した画像や映像を、主催者自身および

各種メディアを通じて公開し、必要に応じて
二次利用を認めることがあります。

【宿泊／交通／愛・地球博
チケットのご案内】
◆詳しくはＯ-フィーバー（フットＯ）の開催要
項をご覧ください。
　なお、開会式には愛・地球博のチケットが必
要です。お問い合わせください。
・ （17 時より入場可）：2,300 円
・一般入場券（大人用）：3,900 円（特別料金）
◆問い合わせ先：(株)日本旅行東京南支店
（担当：正能・小林・岡野・久下本）
電話　03-3567-5973　ＦＡＸ　03-3567-3985
メール　orienteering@nta.co.jp

【問い合わせ先】
◆田中　博　電話＆ＦＡＸ　04-2964-3221
メール　oltako@d5.dion.ne.jp
但しＩＯＦクリニックについては
◆小山太朗　電話＆ＦＡＸ　0467-82-1655
メール taro-k@xb3.so-net.ne.jp 　

◆主催：（特非）愛知県オリエンテーング協会
◆後援：独立行政法人　福祉医療機構

◆総責任者兼競技責任者：高橋　厚

　副総責任者兼運営責任者：田中　博
　コントローラー：小山太朗

◆コースプランナー：

　伊東洋一郎（モデル２・体験）
山口尚宏（モデル１・Day１）

児玉　拓（Day２、スペシャル）

◆地図縮尺：１／５０００　等高線間隔：５ｍ
透視可能度：３段階表示　ISOM2000 準拠

◆競技規則：ＩＯＦトレイル・オリエンテーリング競技会

競技規則（２００４）に従います。

◆各位よりお預かりした個人情報は、プログラ
ム送付や申し込み不備連絡等、大会運営に必要
な時以外には使用いたしません。

正規申込 遅れ申込 当日申込

９日（火） モデルイベント１ 1,000 円 1,000 円 1,000 円
モデルイベント２ 1,000 円 1,000 円 1,000 円

１０日（水）
体験コース  500 円 500 円 500 円

１１日（木） Ｅチャレンジ（指定大会） 1,500 円 1,700 円 2,000 円
Ｅチャレンジ（指定大会） 1,500 円 1,700 円 2,000 円

個人 1,000 円 1,200 円 1,500 円１２日（金）
★スペシャル

ペア 1,500 円 1,700 円 2,000 円
１４日（日） コース検討会 — — 無料（注）


