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会場アクセス案内
会場：下山村トレーニングセンター（東加茂郡下山村東大沼）

1 シャトルバス利用の場合（東日本大会参加者）

インカレ：宿泊・会場アクセス案内
1 宿泊
宿舎の割振りについてはインカレホームページに掲載しま

す。

キャンセルについての詳しくはインカレホームページに掲載

します。問い合わせは日本旅行東京南支店まで。

2 会場アクセス
会場：下山村トレーニングセンター（東加茂郡下山村東大沼）

地区学連バスについてはインカレホームページに掲載される

ほか、別途案内があります。

自家用車については、東日本大会の会場アクセス案内を参照

してください。

豊田市駅前から会場まで専用バスを運転します。乗車の際、

チケットを係員に提示ください。なお若干の事前申し込み者以

外の利用も可能です。

会場バスストップから会場（下山村トレーニングセンター）

までは250mです（テープ誘導なし）。

お帰りのバス（名鉄豊田市駅前行き）の会場バスストップ発

車は16:30を予定しています（若干の事前申し込み者以外の利

用も可能です）。なお、名鉄東岡崎駅行きの東日本大会専用シ

ャトルバスの利用もできます（当日券片道1,000円）。

DAY 2
11

7（日）
東日本大会・インカレ
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豊橋　　　発 6:27 6:44 6:59 7:10 7:23 7:30 7:45 7:53 8:02 
東岡崎　　着 6:51 7:04 7:20 7:32 7:47 7:50 8:06 8:17 8:21 
豊橋　　　発 8:15 8:23 8:32 8:45 8:53 9:02 9:15 9:23 9:32 
東岡崎　　着 8:35 8:47 8:51 9:05 9:17 9:21 9:35 9:47 9:51

豊橋→東岡崎　名鉄電車時刻表（特急と急行のみ記載）

2 自家用車・団体バス利用の場合
岡崎ICから会場へ：
県道26号線を豊田方面に向かい、稲熊1丁目交差点を右折。

これより「下山への道標」と「大会専用看板」をたどり、切二

木交差点で国道301号線に乗る。根崎交差点を左折する。

豊田東ICから会場へ：
国道248号線を岡崎方面に向かい、仁木交差点を左折する。

39号線を足助方面に向かい九久平交差点を右折（新城方面）

して国道301号線に乗る。根崎交差点を左折する。

自家用車は駐車券が必要です（ただしWOCトレーニングキ

ャンプ参加者の車は不要）。

団体バスによる来場は事前申し込みが必要です。

駐車券に記載された駐車場（P1＝下山村役場、またはP2＝

下山中学校）に、係員の指示に従って駐車してください。

＊駐車場入場の際は駐車券を提示し、車1台につき200円の利

用料をお支払いください（団体バスを除く）。

駐車場P2から会場まで、黄色テープ誘導で徒歩10分程度で

す（P1からは誘導なし）。

・駐車場の利用時間は7:30～16:00です。

・駐車場でのトラブルについては、主催者・主管者は一切責任

を負いませんのでご了承ください。

新名古屋　発 6:10 6:47 7:06 7:19 7:36 7:49 8:06 8:19 8:36
東岡崎　　着 6:42 7:15 7:35 7:47 8:05 8:17 8:35 8:47 9:05
新名古屋　発 8:49 9:06 9:19
東岡崎　　着 9:17 9:35 9:47

新名古屋→東岡崎　時刻表（特急のみ記載）

東岡崎駅南口　　発 7:00 7:35 8:10 8:45 9:20 10:00
会場バスストップ着 7:50 8:25 9:00 9:35 10:10 10:50

東岡崎駅南口→会場　シャトルバス時刻表（往復2,000円、当日券あり）

・乗車の際、バスチケットを係員に提示ください。なお当日券も販売します。

・会場バスストップから会場（下山村トレーニングセンター）までは250mです（テープ誘導なし）。

・お帰りのバス（東岡崎駅南口行き）の会場バスストップ発車時刻は 12:00～16:00 の予定です。

名鉄豊田市駅前（名鉄トヨタホテル前）発 7:30 8:00
会場バスストップ　　　　　　　　　　着 8:20 8:50



留意事項
すべての競技者・観客は、競技より優先される不慮の事故が

生じた場合には、最寄りの係員、あるいは大会本部に連絡くだ

さい。

自分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。

民家の敷地や田畑への立ち入り、草木の摘み取り、喫煙など

の迷惑行為はかたくお断りします。

参加にあたっては自分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。各自健康保険証の持参をお勧めし

ます。主催者は傷害保険に加入しますが、補償には限度があり

ます。詳しくは大会問い合わせ先まで（東日本大会参加者）、

日本旅行東京南支店まで（インカレ参加者）。

参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損傷、損害、損失

については、主催者・主管者はその責を負いません。
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飲食物
コンビニエンスストアとJAが会場から徒歩5分程度

のところにあります。

日本旅行に申し込まれた弁当の引き渡しは10:30～

12:30の予定です。ただしインカレ参加者の場合は各

加盟校の代表者にまとめて引き渡し、弁当のゴミも加

盟校ごと回収します（その際に弁当以外のゴミは入れ

ないこと）。

成績表受付・地図その他販売
大高緑地大会＋東日本大会成績表（800円）、インカレ報告

書（500円）：受付でお申し込みください。

各種競技地図の販売は12:30頃より受付で行います。

インカレのオフィシャルには地図（選手権、全コントロール

図、白図）を受付で配布します。また日本学連賛助会員には選

手権の地図2枚を受付で差し上げます。

表彰式の時間に合わせて花束を販売します。

調査依頼・提訴その他
競技に関する調査依頼・提訴は大会本部で受け付けます。回

答は公式掲示板に掲示します。

100キロコンペの手続きは受付で行います。

会場案内図

会場周辺図



ください。受付でも販売しております。

地図表記：

この大会で使用する地図には次のような特別の表

記をしています。

黒色の○　炭焼き窯跡

黒色の×　ほこらや石碑などの人工特徴物

黒色の□　ビニルハウス（立入禁止）

緑色のクロスハッチ　ほだ場（立入禁止）

コントロール位置説明:IOF記号表記、ただし

N・ONクラスは日本語表記。

パンチングシステム: Emit社製電子パンチング

システム

テレイン・コースの概要

2003年3月のインカレで利用された花沢の南

に隣接するテレインで、ほぼ花沢と同じ特徴を有

する。傾斜は全般的に険しく、小さな尾根・沢が

一部では発達している。また花崗岩を中心とした

岩石系の特徴物にも富んでいる。通行可能度は非

常によい場所からかなり悪い場所までバラエティ

ーに富んでいる。かなりの部分は良し悪しがはっ

きりしているが、一部にはＡＢが混在する場所も

あり、各クラスともナヴィゲーションには注意が

必要である。

シード制：

インカレにおいては次のとおりシード選手が選

出されています。

男子： 鉾立裕樹（東北3） 川上崇史（慶応4）

坂本貴史（筑波4） 山下智之（東京農工4）

高橋雄哉（図書館情報3）

女子：下村佳奈（岩手4） 杉崎真由子（筑波4）

原直子（東京女子3） 朴峠周子（日本女子3）

桑野文（京都橘女子4） 塚八ゆかり（京都橘女

子4） 峯村綾香（奈良女子3）

競技の流れ
インカレ選手権クラス選手・チームオフィシャル変更

前日12:00～16:00

選手変更は地区学連代表者が申請してください。

オフィシャルの変更は加盟校代表者が申請してく

ださい。この受付によるスタートリスト、オフィシャルの変更

は、当日公式掲示板に掲示します。

変更連絡先

堺　信夫　電話 090-8203-9061

会場の開場　8:30

インカレ開会式　9:00
屋外ステージにて行います。開会式の内容は次の通り。

1、開会宣言　2、主催者挨拶　

3、優勝杯返還・レプリカ贈呈

競技に関する情報
競技種別：ポイントオリエンテーリング（クラシック競技）

地図：257ｍｍ×364ｍｍ（B4横）、縮尺1:15,000、ま

たは257ｍｍ×380ｍｍ（B4横変形）、縮尺1:10,000、ま

たは210ｍｍ×297ｍｍ（A4横）、縮尺1:7,500（クラスに

よって異なる、コース距離及び登距離の項参照）、等高線間隔

5m、走行可能度4段階表示、ISOM2000準拠。コース印刷済

み。

M21E、W21E、MIE、WIEクラスを除き､競技に使用する

地図はビニール袋に入っていません。ビニール袋を各自ご用意
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＊クラスの統合: 参加申し込み者数の著しく少なかったクラスを次のように統合しました。

W35A・W40A→W35-40A、W45A・W50A→W45-50A、W60・W65→W60-65

はインカレ選手権クラス、併設クラスです。

コースクラス 距離 登距離 優勝設定時間 地図縮尺・大きさ
E1 M21E 10.7km 720m 80分
E2 MIE 7.8km 560m 80分
E3 W21E 6.8km 460m 65分
E4 WIE 4.6km 310m 65分
1 M21A 6.9km 70分
2 M35A 5.6km 65分

3
M21AS

4.9km
60分

M40A 65分

4
M20A

4.6km
60分

M18A 65分
M45A 55分

5 M50A 4.3km 60分
W21A 60分
M55A 50分

6 W35-40A 3.9km 50分
OA

7A MUL1 3.9km
7B MUL2 4.0km

8
M60A

2.9km
50分

WUL

9
M65A

2.6km
45分

MF
MUS

10
M16A

2.6km
50分

W21AS 50分
W45-50A 50分
M70 45分
W18A 50分

11 WUS 2.2km
W16A 50分
W60-65 50分

12 MBL 3.5km
MBM

13
MUB

2.6kmWBL
OB
MBS

14
WF

2.8kmWBS
WUB
M12
M14

15 W12 1.8km
N
ON

1:15,000
257mm×364mm

（B4横）

1:10,000
257mm×380mm
（B4横変形）

1:7,500
210ｍｍ×297ｍｍ

（A4横）



＊ゼッケン用の安全ピンは原則として各自

でご用意ください。（受付にて多少貸出も致

します）

＊ゼッケンとM21E、W21E、MIE、WIE

クラスのコントロール位置説明はスタート

で配布します。

代走は認めません。

M21E、W21E、MIE、WIEクラスを除

き、競技に使用する地図はビニール袋に入

っていません。ビニール袋を各自ご用意く

ださい（ビニールテープはスタートに用意

してあります）。受付でも販売しております。

※フィニッシュ後、競技地図を一時お預か

りしますので、各自のビニール袋にあらか

じめお名前を記入しておいてください。

当日参加申し込みについて

受付クラス：OA、OB、ON

初心者説明は会場入り口付近、フィット

ネスＯ受付で行います。受付でコンパス貸

し出しを行いますが、数に限りがあります。

更衣所
女子更衣室は建物内にあります。会場レ

イアウトでご確認ください。

公式掲示板
会場本部横に設置します。プログラム配

布後の変更事項など重要な情報を掲示しま

すので、必ず見るようにしてください。ま

たコントロール見本も設置します。

スタート　9:30～12:30
スタート地区へは会場から赤白テープ誘導で、約1.2ｋｍ、

徒歩約20分です。

スタート3分前に係員にＥカードを見せ、ユニットにはめて

アクティベートしてください。

2分前の枠で係員がカードを確認します。M21E、W21E、

MIE、WIEクラスはここでコントロール位置説明をお取りくだ

さい。

1分前の枠でM21E、W21E、MIE、WIEクラスは氏名など

の確認をしてください。Ｅクラス以外は自分のクラスの地図を

取り、各自持参のビニール袋へ封入することができます（ビニ

ールテープは用意してあります）。

地図は裏向きにしてテーブルに置き、スタートの合図で地図

を取ってスタートしてください。
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受付　9:00～11:00
事前申込者は特に受付を通る必要はありません。ただし、申

し込みに不備のあった方のお名前を掲示しますので、該当者は

受付で手続きを済ませてください。

ご使用になるＥカードは、参加者によって異なります。

東日本大会M21E、W21E及びインカレ参加者は、ゼッケ

ンを使用します。体育館フロアにて配布します。

大会で使用できるカード
申込み時マイカード登録済み マイカード

東日本
申込み時マイカード未登録 当日レンタルカード

大高大会でレンタル 同じレンタルカード

レンタルで申込み 当日レンタルカード

インカレ 大高大会でレンタル 同じレンタルカード

（マイカード禁止） 上記以外 当日レンタルカード

マイカード登録者は、スタートリストで番号を確認してください。

会場レイアウト

19歳以上 18歳以下
OAクラス 3,500円

1,500円
OB、ONクラス 2,500円

＊OAクラスは競技者登録が必要です。
なお一時登録は11月7日のみ有効
（登録料500円）。
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WRE
（World Ranking Event
ワールドランキングイベント）

多くのスポーツと同様、オリエンテーリングには、世
界一を直接対決で決める世界選手権やワールドカップと
いった大会の他に、世界ランキングという制度がある。
大会の格や対戦相手との勝敗に応じてポイントが与えら
れ、そのポイントの合計によってランクがつく。それが
ワールドランキングであり、ポイントが与えられる大会
がワールドランキングイベント（略称WRE）である。本
大会（M21E、W21E）は日本で初めてのWREとなる。

スタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。

遅刻者はその旨係員に伝え、指示に従ってください。スター

ト閉鎖時刻は12:30です。それ以後のスタートはできません。

競技　9:30～15:00
指定された順番にコントロールを回ってください。

コントロールではＥカードを確実にユニットにはめ込んでく

ださい。

コントロールフラッグには手を触れないでください。

テレイン内に給水所を設けます。

フィニッシュ　9:30～15:00
最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導です。

15:00にフィニッシュを閉鎖し、コントロールの撤収を開始

します。競技未了の場合でもこの時刻までにはフィニッシュを

通過してください。どうしてもフィニッシュを通過できない場

合は大会本部に届け出てください。

途中で競技を中止した場合でもフィニッシュか大会本部に必

ず申し出てください。申し出がない場合、未帰還者として捜索

される可能性があります。

M21E、W21E、MIE、WIEクラス

計時ラインの通過をもってフィニッシュとします。

計時ライン通過後はEカード読み取りまでは追い越し禁止で

す。計時のための入力処理を行いますので係員の指示に従って

ください。

フィニッシュエリアではコントロール不通過・間違いに関す

るクレームのみ受け付けます。

その他のクラス

パンチングフィニッシュです。

フィニッシュ後はピンクのテープに従ってEカード読み取り

場所まで移動し、必ずEカードの読み取りを行ってください。

Eカード読み取り場所ではコントロール不通過・間違いに関

するクレームのみを受け付けます。

Eカード読み取り後は指示に従って会場に戻ってください。

会場までは約1.5キロです。

全クラスのスタートが完了するまで地図の回収を行います。

Eカード返却
借用したEカードは各自で必ず洗った後に受付へ返却くださ

い。借用したEカードを紛失された場合は3,000円をいただき

ます。

地図返却・成績速報
フィニッシュで回収した地図は12:30頃に会場で返却しま

す。

会場内に成績速報を掲示します。

東日本大会表彰式
M21E、W21Eクラスの上位6名の表彰式を14:30頃から、

M/W12、14、16A、18A、20Aクラスの上位3名の表彰式

を成績が確定しだい（予定）屋外ステージにて行います。

その他のクラスの表彰式は行いません。

インカレ表彰式・閉会式　14:45頃
表彰式は14:45～屋外ステージで行います。

男子選手権、女子選手権の上位6名、本年度初登録者にうち

最も成績のよかった男女各1名、MF、WFクラスの上位10名、

その他のクラスの上位3名を表彰します。

表彰式に引き続いて閉会式を行います。

閉会式の内容は次の通り。

1、総評　2、実行委員長挨拶　3、次回への引き継ぎ

4、閉会宣言
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フィットネスＯイベント
競技形式：スコア・オリエンテーリング

クラス

地図：A4サイズ、縮尺1:5,000、等高線間隔5m、走行可能

度4段階表示。

参加料：1グループ／個人あたり500円（額田町、下山村、作

申し込みください。

申込先：瀬口　洋治　Ｅメール CZF13412@nifty.ne.jp

＊件名に「11月7日パーティ申し込み」と記載してください。

申し込み期限：10月27日（水）

＊締切り後も余裕があれば受け付けますので、お問い合わせく

ださい。また、当日の送迎バスの時刻など詳細は東日本大会・

インカレの公式掲示板をごらんください。

問い合わせ先：瀬口洋治

Ｅメール（申し込み先と同じ）または電話 052-522-9171

小学生クラス ５年生以上の小学生個人、またはグループ
中学生クラス 中学生個人、またはグループ
家族クラス 小学生以下を含むグループ
シニアクラス ６０歳以上の個人、またはグループ

女性クラス
女性個人、または
女性だけで構成されたグループ

一般クラス 上記以外の個人、またはグループ

＊グループで参加の場合、１グループの人数は2～5人です。

手村の住民の方は無料、証明できるものをお持ちください）。

受付時間　10:00～11:00

コンパス（方位磁石）をお持ちでない方には受付で貸し出し

ますのでお申し出ください。またスタート付近で随時オリエン

テーリングの説明をいたします。

スタート：10:30頃から随時スタートしていただく予定です。

また制限時間は60分です。必ず12:40までにスタートした場

所にお戻りください。

成績速報・表彰：成績は会場内に掲示し、各クラスの上位を

13:00頃から表彰します。

交流パーティ
☆世界のトップオリエンティアと親しむチャンス！　

来年のWOCがより楽しめるかも！？

日 時：11月7日（日） 18:00～20:00

（名古屋駅経由で当日中に東京方面へ帰れます）

会　 場：名鉄トヨタホテル（名鉄豊田市駅前、駐車場有、東日

本大会・インカレ会場からバス送迎有）

プログラム（予定）：アトラクション、PWT表彰、PWT・東

日本大会（WRE）成績上位者のルート紹介など

参加費：6,500円（当日パーティ受付でお支払いください）

申し込み方法:お名前、住所、電話番号を明記の上、Ｅメールで


