
 
 

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業 

トレイル・オリエンテーリング 

四国 in まんのう 

兼ＪＯＡ公認  香川トレイル・オリエンテーリング大会 

プログラム 

 

開 催 日：平成２２年１０月３１日（日） 雨天開催、荒天中止 
主  催：香川県オリエンテーリング協会  
主  催：四国オリエンテーリング連絡協議会  
後  援：香川県、香川県教育委員会、四国新聞社、ＲＮＣ西日本放送 

香川県社会福祉協議会、 (社 )日本オリエンテ―リング協会  
ま ん の う 町 教 育 委 員 会 、 ま ん の う 町 社 会 福 祉 協 議 会 

協  力：国営讃岐まんのう公園 ＮＰＯ法人トレイル・オリエンテーリング協会 
香川県ボランティアセンター  
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大 会 会 長：植田  昌史（香川県オリエンテーリング協会会長） 
実行委員長：木村   進（香川県オリエンテーリング協会） 
競技責任者：徳野  利幸（愛媛県オリエンテーリング協会） 
運営責任者：田中   博（ＮＰＯ法人トレイル・オリエンテーリング協会） 
大会ｺﾝﾄﾛｰﾗ：櫻内  保幹（ＪＯＡトレイル・オリエンテーリング委員会） 
コース設定者：伊東洋一郎（ＮＰＯ法人トレイル・オリエンテーリング協会） 
集 合 場 所：国営讃岐まんのう公園  中央入り口  

北口入口に案内(看板）をおきます。入口で入園料と駐車料金をお支払い下さい。 

この時受取る領収書（チケット）が、競技会場受付で団体割引の証明となります。 

６５歳以上の人はシルバー料金で入場してください。 

競技該当者は西口からの入場は、厳禁します。 

車の方は、北口ゲートから入場、中央駐車場・健康ゾーン駐車場(有料)をご利用

ください。細部は現地警備員にお尋ねください。 

併設スプリント大会 

主 催：香川県オリエンテーリング協会 

主 管：四国オリエンテーリング連絡協議会 

協 力：ＮＰＯ法人トレイル・オリエンテーリング協会 

後 援：香川県、香川県教育委員会、四国新聞社、ＲＮＣ西日本放送 

まんのう町、まんのう町教育委員会、まんのう町社会福祉協議会 

大 会 会 長：植田  昌史（香川県オリエンテーリング協会会長） 
競技責任者：伊 藤 好 信（愛媛県オリエンテーリング協会） 
運営責任者：松 井 繁 成（香川県オリエンテーリング協会） 
コース設定者：佐 藤 旭 一（岡山県オリエンテーリング協会） 

◎アクセス （共 通 ） 

＜公共交通機関利用の場合＞  

鉄道をご利用の方 

JR 琴平駅よりタクシーにて約 15分 

琴電琴平駅または岡田駅よりタクシーにて約 15分 

ＪＲ琴平駅からの無料送迎バス時刻表 

往路 駅前発 9:15、9:45、10:15、10:45、11:15、11:45 ⇒まんのう公園（約２０分） 

帰路 まんのう公園発  14:45 15:45 17:00 ⇒ ＪＲ琴平駅 

＜自家用車利用の場合＞   

必ず北口から入って中央駐車場にお回り下さい（西口から入ると一部フラッグが見えるため） 

・岡山・愛媛・高知方面から／高松自動車道・善通寺 I.C より車で約 25分 ナビでは西口を

案内しますが、必ず北口から入ってください 

・徳島方面から／徳島自動車道・美馬 I.C より車で約 40分 
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◎ スタート地点と誘導テープの色  

・トレイルＯ 受付 ⇒ スタート地点 受付テントのすぐ脇 誘導なし 

       Ａクラスのみ、スタート ⇒ ＴＣ待機所 赤テープ 

・スプリントＯ 受付 ⇒ スタート地区 黄色テープ１５０ｍ 

       スタート ⇒ スタートフラッグ（地図の△地点） 

       最終コントロール ⇒ フイニッシュ 赤白テープ 

地図に表記してない立入禁止は現地で、「トレイルＯ競技者は立入

禁止」等の表記があります。 

一般の公園利用者は通行していますが、トレイルＯ競技者のみ、そ

れ以上は入れない道があります・注意してください。 

◎ タイムテーブル（予定） 

 
 

トレイルＯのつどい inまんのう 併設スプリント大会 

１０：００ 受付開始 

１０：３０ スタート開始 

１２：００ 全クラス受付終了 

１２：３０ 全クラススタート終了 

１４：００ トレイルＯ終了 

Ｎクラスは参加証のみ 

Ｂクラス表彰は随時 

１５：３０ Ａクラス表彰 

１２：００ 受付開始 

１３：００ スタート開始 

１３：３０ 受付終了 

１４：００ スタート終了 

１５：００ 競技終了 

１５：３０ 表彰  

 

当日の交通事情等により若干

の変更があります。 
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◎ 参加費  
トレイル・オリエンテーリング参加者は（６５歳以上（実年齢）

小中学生以下を除く）入園券と引き換えに団体割引料１２０円を返

金いたします。差引のお支払額は、下記のとおりです。  

◎トレイルのみ参加者 
参 加 費：          事前申込        当日申込  
一般大人 Ａクラス    １，８８０円    ２，３８０円 
     Ａクラス大学生  ８８０円    １，１８０円  
         Ｂクラス        ５８０円      ８８０円 
     Ｂクラス高校生  ３８０円      ５８０円 
       Ｎクラス      １８０円      １８０円（小・中学生は３００円） 
      未就学児      無料 
     Ｎクラス１チーム １８０円      １８０円（小・中学生のみは３００円） 

◎トレイルとスプリント両方の参加者 
参 加 費：           事前申込        当日申込 
一般大人 Ａ＋ＳＡクラス    ２，８８０円    ３，８８０円  
     Ｂ＋ＳＡクラス   １，５８０円    ２，３８０円  
       Ｎ＋ＳＡクラス   １，１８０円     １，３８０円       

◎スプリントのみ参加者（返金はありません） 
参 加 費：         事前申込        当日申込 
一般大人 Ａクラス     １，０００円    １，５００円   
     Ａクラス大学生  ７００円    １，２００円  
         Ｂクラス        ５００円      ５００円 
     Ｂクラス高校生   ５００円      ５００円 
       Ｎクラス       １００円      １００円 
     Ｎグループ    １００円      １００円’ 
          但し、地図枚数×１００円）香川県民以外の方は３００円 
      未就学児        無料 
トレイルＯ参 加 費： 事前申込        当日申込                    
     Ａクラス   ２,０００円    ２,５００円 
         Ｂクラス      ７００円    １,０００円 

 Ｎクラス    ３００円      ３００円 
上位を参考に、トレイルＢ スプリントＡなどの組み合わせ参加費は 
計算してください。 
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トレイル・オリエンテーリング四 国 in まんのう 

ＪＯＡ公 認 香川 トレイル・オリエンテーリング大 会  

競 技 情 報  

地図  縮尺 １：５,０００   等高線間隔 ５ｍ  透視可能度 ３段階 
    JSSOM2007 準拠  

位置説明 Ａ・ＢクラスＩＯＦ記号 Ｎクラス日本語表記 

競技規則 ＪＯＡ日本トレイルＯ競技規則準拠  

当日の流れ 

当日申込の人 
・受付にて、申込書を記入し、参加費を支払ってください。 
・入場券と引き換えに、参加者（参加チーム）（小中学生と、６５歳以上は除

く）には１２０円の団体割引分を返金します。 
・係員がコントロールカードに名前と、スタート時刻を記入します。 

事前申込の人 
・受付にて参加費から団体割引を差し引いた金額を支払い、ナンバーカード、

コントロールカード入りの袋を受け取る。参加費は５ページの参加費一覧表

をご覧ください。受付リストに参加費は計算されて記入してあります。 
・コントロールカードには、名前とスタート時刻が印字されています。 
・ナンバーカードはスプリントと共通です。 

共通事項 

＜会場・受付＞ 
・会場は中央入口入ってすぐの円形芝生広場です。青空会場です。女子更衣室

のみ用意します。スタートは受付テント脇です。 
・雨天のみ、荷物置き用テントを用意します。 
・コントロールカードを腕に下げるゴム紐を受け取ってください。 
・コンパスのない方には、お貸しします。実費３，０００円しますので、フイ

ニッュで必ず返却してください。 
・コントロールカード１枚に付き１個のコンパスを貸します。 
・受付の隣で、トレイルＯのやり方を説明します。先ずここで聞いてから 
スタートに向かってください 
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＜スタート＞ 
・受付のすぐそばにあるスタート地点に行き、係員の指示により３分前の枠に

入ります。２分前枠、１分前枠と順次前に進み、１分前枠に地図とポリ袋が

置いてありますから、ご自分で地図を袋に入れて下さい。 
・スタート時刻が来ましたら地図を取ってスタートしてください 
・Ａクラスはスタート直後にＴＣが有ります。地図なしで、赤誘導テープに従

ってＴＣ待機所に向かってください。 

＜競 技＞ 
・地図の△地点がスタート、○の番号順に問題を解きながら回って、◎がフイ

ニッシュです。 

・○の中心に有るフラッグはどれか？を回答してください 

・フラッグは左からＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅと呼びます、遠近は関係ありません。 

・道を外れてフラッグに近づいては行けません。 

・Ｎクラスの１番コントロールと、２番コントロールでは、競技係員がトレイ

ル・オリエンテーリングのやり方を説明しますので、解からない事は質問し

てください。 

・３番コントロール以降は説明の係員がいません、他人に相談しないで、自分

で考えて答えを見つけ、コントロールカードにパンチしてください。 

・答えが解かっても、声に出して、正解を言わないでください。周りの競技者

に聞こえてしまいます。 

・トレイルＯのコントロールで、明らかにフラッグ群から離れているフラッグ

が、見える場合があります。これはスプリントのフラッグで、トレイルＯの

位置説明にあるＡ―Ｅ、Ａ―Ｃなどのフラッグ数を表す表記以上にフラッグ

が見えた場合には、常識的に判断してください。微妙な位置で混同するよう

なフラッグは置いてありません。 

・ついうっかりのダブルパンチはどちらかが正解でも、無効になります。  

爪などで、ダブルパンチを消しても、それは無効です。 

・コントロール番号順に、問題を解いて、コントロールカードにパンチしてフ

イニッシュまで回ってください。 

・公園利用者、競技者間の配慮、など皆様の良識を持ってお願いします。 

＜フイニッシュ＞ 
・地図の◎地点がフイニッシュです。グループの人は、全員まとまってフイニ

ッシュラインを通過してください。 
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・コントロールカードに、フイニッシュ時刻を役員が記入し、コントロールカ

ードの１枚目（上側）を役員が引き取り、２枚目（下側）を参加者にお渡し

いたします。 
・貸し出したコンパスと、ナンバーカード（スプリントを続いてする人を除く）

を返却して下さい。 
・Ｎクラスは参加証と正解表をここで受け取ってください。 
・競技制限時間はＡクラス 120分 Ｂクラス 90分 Ｎクラス 90分です。 
・Ａ，Ｂクラスの正解表は 最終競技者スタート後に本部にて配布します 

＜苦情・調査依頼＞ 

・苦情、調査依頼は所定の書面で正解表配布時刻又は、自身の競技終了後３０

分以内に本部に提出してください。 
・その回答は 公式掲示板に掲示します。 
・裁定申し立ては、回答後、速やかに行ってください。 
・裁定の審議状況により表彰式は行わない場合もありますのでご了承願います。 

＜表 彰＞ 

・Ａクラスは１５時３０分頃、Ｂクラスは随時、表彰を受付付近で行います。 
・Ｎクラスは、フイニッシュで、参加証と正解表を配ります。Ｎクラスの表彰

は行いません。 

スプリント 
＜競技形式＞ ポイントオリエンテーリング 

＜競技規則＞  (社)日本オリエンテーリング協会が定める「日本オリ

エンテーリング競技規則」に準ずる 

＜地 図＞   縮尺 1:5,000  JSSOM2007 準拠 等高線間隔 5ｍ  

走行度 4段階＋通行不能・禁止の植生表示 

コース印刷済み ビニール袋入り Ａ４版 

＜位置説明＞  JSCD 記号によるが、SＮクラスは日本語表記とする。 

＜パンチ方式＞ ＥＭＩＴ社製電子パンチングシステムによる通過証明方式 

 バックアップラベルは受付にて配布します。 

＜コース距離＞ 

  SA：3.4km（登高 60m）、SB：2.4km（登高 45m）、SN：1.7km 

SA の優勝想定時間は 20分です。 

SB,SN の完走想定時間は概ね 20～35 分です 

＜テレイン状況＞ 

開けた芝生エリアと道走り主体のコースとなりますので半袖、短パンでも大
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丈夫です。道の大半は舗装されていますのでピン付きシューズは足への負担

が大きく、通常の OLシューズかジョギングシューズをお勧めします。 

<その他> 

・スプリント競技のため近接コントロールに関する規定は、2009年改正の競技

規則16.4を適用します。すなわち同じ種類のコントロールは30m、違う種類

のコントロールは15m離れていれば良いものとします。（トレイルＯ用フラ

ッグとの間隔を含め） 

・車両通行の舗装区域 

「公園内のサイクリング専用道路を含めて車両が通る道路は通常より＋

20％濃い茶色で表示しており全て立ち入り禁止とします」 

当日の流れ 

当日申込の人 
・受付にて、申込書を記入し、参加費を支払ってください。 
・受付にてナンバーカード（ゼッケン）と貸し出しＥカードを受け取って下さ

い、受付にてスタート時刻を指定します。 
・トイレを済ませ、オリエンテーリングのやり方、Ｅカードの使い方の説明を

受けてから黄色テープに従ってスタート地区まで進んでください、 
・指定されたスタート時刻の３分前には スタート地区に来てください。 

事前申込の人 
・トレイルＯ参加の人はすでに、ナンバーカード（共通）を受け取っています

ので、それを使用してください。指定されたスタート時刻に間に合うよう受

付を通らないで、スタート地点まで進んでください。 

・スタートリストはプログラムに掲載しますが、スタート地区にも掲示します。 

・スプリントのみ参加の方は、受付で参加費を支払いナンバーカード、を受け

取りスタート地区まで進んでください。 

共通事項 

＜E-カードの取り扱い方法＞ 

・Ｅカードの貸し出しは スプリントの受付で行います。 紛失した場合は、

７，０００円を戴きますので、ご注意ください。 

・初めての方は係員が説明します。必ずＥカードの取り扱い方法とオリエンテ

ーリングのやり方の説明を受けてください 

・コントロールには、Ｅカードをはめ込むユニットが棒の先に付いています。

１番コントロールから順番に回り、コントロールユニットにＥカードを確実
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にはめ込みパンチしてください。 

・同じコントールを続けてパンチした場合や、違うコントロールをパンチした

場合でも正しいコントロールが順番にパンチしてあれば問題は有りません。 

 例：２番を飛ばし先に３番をチェックした場合、（→３）→２→４では失格

となりますから、（→３）→２→３→４と正しい順番で競技を続けてくださ

い。 

・Ｅカードが正常に作動しない場合でも、バックアップラベルで通過証明がで

きます。 

＜スタート＞  

・受付からプレスタート地区までは、黄色テープで誘導しています。13 時 00

分から順次スタート開始の予定です。 

・スタート枠に入る前に役員がＥカードの記載事項確認および動作確認をしま

す。Ｅカードをスタートユニットにはめ込み、ユニットのランプが点滅する

ことを確認して下さい。万一動作不良の場合は、役員に連絡し予備のＥカー

ドを使って下さい。 

・スタート地区には クラス毎に３分前、２分前、１分前の枠を設けます。ス

タート時刻の３分前に自分のクラスの３分前枠に入り、１分ごとに次の枠に

進んで下さい。 

・１分前枠に入り、スタート時刻の１０秒前になったら再度Ｅカードをユニ

ットにはめ込んで下さい。 

・スタートチャイムの合図と同時にＥカードをユニットから離し、前に置いて

ある箱から地図をとってスタートして下さい。 

・地図に示すスタート地点（△）はスタート枠前方のスタートフラッグ設置場

所です。 

＜競 技＞ 

・地図に示すコントロールの数字の１から順に回りフィニッシュ(ゴール)地点

（◎）まで競技して下さい。 

・コントロール地点に着いたら、フラッグを吊るしているパンチ台のコントロ

ールユニットにＥカードを確実にはめ込んで下さい。これによって、コント

ロール通過が証明されます。 

・位置説明に書いてあるコントロール番号と、はめようとしているコントロー

ル番号が同じかを確認してください。違うクラスのコントロールかも知れま

せん。 
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＜フイニッシュ＞ 

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤白の誘導テープに従ってくだ 

さい。 

・パンチングフィニッシュ方式ですのでフィニッシュ（ゴール）でもＥカード

をユニットに差し込んで下さい。 

・グループの場合はメンバー全員がまとまってフィニッシュして下さい。 

・Ｅカードは係員に渡してください。計測後マイカードはお返しします。借

りたコンパスはここでお返しください。 

・地図は回収しませんが競技前の人に地図を見せないようにして下さい。 

・競技は 15時 00 分までです。競技途中でも中止して 15時 00 分までには必ず

フィニッシュして下さい。 

・途中で競技を中止する場合でも必ずフィニッシュを通過して下さい。フィニ

ッシュ通過の記録がない場合は「行方不明者」として捜索することになりま

すので、ご注意下さい。 

・通過禁止･不能の地図記号表示、および地図に表記している立ち入り禁止区

域への立ち入り、通り抜けは絶対にしないようにお願いします。もし違反が

判明した場合は失格とします。 

・公園内には多くの一般の方が入園され散策あるいは広場で幼児たちと遊んで   

います。接触事故を起こさないよう十分注意して競技してください。 

＜表 彰＞ 

・Ｎクラスはフイニッシュで、完走証を渡します。表彰は致しません 

・Ａクラスの表彰は 15時 30 分過ぎに、トレイルＯの表彰に続いて行います。 


