
ＪＯＡ公認 健康の森トレイル・オリエンテーリング大会

併設 パークO健康の森大会

（0720修正版）プ ロ グ ラ ム

主 催：（特非）愛知県オリエンテーリング協会

主 管：健康の森トレイル・オリエンテーリング大会実行委員会

協 力：愛知オリエンテーリングクラブ

つるまいオリエンテーリングクラブ

開催期日：平成２９（2017）年７月３０日（日）小雨決行・荒天中止

会 場：あいち健康の森公園

集合場所：あいち健康の森管理棟内「会議室」

9 300 0562-47-9222大府市森岡町 丁目 番地 電

交 通：自家用車利用

知多半島道路「大府東海ＩＣ」より東へ約１０分、

伊勢湾岸道路「豊明ＩＣ」より約２０分

「駐車場」は「第２駐車場」をご使用願います。

一般の方と共用です。

「駐車場」から「集合場所」まで徒歩約５分です。

第2駐車場

公園入り口

集合場所：

あいち健康の森管理棟内「会議室」

大府市森岡町9丁目300番地

0562-47-9222

会場

豊明ＩＣ

大

府

大府東海ＩＩＣＣ
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：公共交通機関利用 

ＪＲ東海道本線「大府」駅下車、南西方向へ徒歩約３０分 

「大府」駅西口より「知多バス」に乗車、「あいち健康の森」で下車し、徒歩約５分 

  

 

 

 

 

 

       「バス停」から「集合場所」まで徒歩約５分です。 

 

大会役員：大 会 会 長  新帯 亮 （特非 愛知県オリエンテーリング協会会長） 

       実行委員長   土屋 晴彦（愛知オリエンテーリングクラブ会長） 

競技役員：【トレイルＯ】 

競技責任者：   松橋 徳敏（つるまいオリエンテーリングクラブ） 

運営責任者：   山口 尚宏（オリエンテーリングクラブルーパー） 

コース設定者：  岡野 英雄（愛知オリエンテーリングクラブ） 

大会コントローラ：山口 拓也（静岡県オリエンテーリング協会） 

【パークＯ】 

競技責任者・コース設定者： 松澤 俊行（静岡県オリエンテーリング協会） 

運営責任者：   山口 尚宏（オリエンテーリングクラブルーパー） 

運営役員：池田 俊彦、伊藤 英夫、梅田 和良、大西  健夫、小林亜紀夫、棚橋 是之、永井 昇、中島 和彦

長瀬 朋子、野口 孝之、野田 良雄、平沢 正紀、船戸 温郎、松橋 俊子、三井 由美、 

 

 

ご あ い さ つ                             実行委員長 土屋 晴彦 

オリエンティアの皆様、JOA公認健康の森トレイル・オリエンテーリング大会 併設パークＯ健康の森大会にご

参加いただき、有り難うございました。スタッフ一同、心より歓迎いたします。 

 本大会は、愛知県内の熱心なトレイルＯ愛好者の力を結集し、又パークＯでは、世界選手権大会日本代表選

手の松澤俊行さんによる「コース設定」での大会開催を準備致しました。 

大変暑い時期での開催ですが、参加者の皆様におかれましては、優れた能力を発揮し、体調管理をしっかり

なされて、楽しい一日にして頂きたいと思います。 

 

【大会スケジュール】 

：トレイルＯ、パークＯ 受付開始   ９時１５分～ 

：トレイルＯ スタート開始       １０時００分～ 

：トレイルＯ 当日申込者受付終了 １１時２０分 

：トレイルＯ フィニッシュ閉鎖     １４時１５分 

大府駅西口発  あいち健康の森着 あいち健康の森発  大府駅西口着 

９：００ →→ ９：０６ １２：５５ →→ １３：０３ 

９：３０ →→ ９：３６ １３：２１ →→ １３：２９ 

１０：１０ →→ １０：１６ １４：２８ →→ １４：３６ 

１０：４４ →→ １０：５０ １５：３４ →→ １５：４２ 
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：パークＯ スタート開始       １１時００分～ 

：パークＯ 当日申込者受付終了  １３時３０分 

：パークＯ フィニッシュ閉鎖     １６時００分 

：トレイルＯ 表彰           １４時～１５時 

 

【受   付】☆受付場所は管理棟内会議室です。事前申込者は「お名前」を確認の上「封筒」をお取り下さい。

中に「コントロールカード、ゴムひも、バックアップラベル、レンタルＥカード」など、必要なものが

入れてあります。不備があったら受付までお申し出下さい。 

        ☆当日申込者はスタート時刻を受付で指定します。 

★トレイルＯとパークＯの両方に参加される方は、トレイルＯ終了後、パークＯに出走していただき

          ます。「受付」で時刻の指定を受けて下さい。当日申込者も同じです。 

         ☆コンパスの無料貸し出しをします。必要な方はお申し出下さい。 

 

【荷物置き場】☆受付場所（会議室）が狭いため、屋外となります。 

☆当日は「ブルーシート」を敷きますが、貴重品はくれぐれも各自の責任で管理願います。 

 

【更 衣 所】☆管理棟内のロッカー室をご利用下さい。 

 

 

 

【トレイルＯ】 

【競技形態】☆トレイル・オリエンテーリング（PreＯ）の個人競技です。 

 

【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。 

        ☆「タイムコントロール」に関してはＪＯＡトレイルＯ委員会の「タイムコントロール新方式の前倒し実

施について（2014.8.31）」に基づきます。 

 

【地   図】☆「あいち健康の森」（ＯＬＣルーパー作成）、本大会のため トレイルＯ用に一部修正しました。 

縮尺1: 4,000、等高線間隔 ２．５m、透視可能度 ３段階表示、JSSOM2007準拠 

★特殊記号 「灰色のＹ →遊具」、 「水色の× →水飲み場」 

 

【位置説明】☆IOF 記号を用います。 

 

【競技クラス情報】 （Ａ、Ｂクラスともパラリンピッククラスを設けますが、制限時間は同じです） 

クラス 対象 距離 登高 コントロール数 制限時間 

Ａ、ＯＡ 上級者 １．２ km ２５m １６ （タイムコントロール１ヶ所、課題３） １００分 

Ｂ、ＯＢ 初・中級者 １．０ km ２５m １０ ７０分 

 

【テレイン状況】☆植え込み・池・岩など人工的な部分の多い典型的な公園であるものの、自然の山林部も適度

に含まれるテレインです。使用する通路は舗装されており、車いすの走行に支障はありません。 
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【トイレ並びに車椅子用トイレ】 

☆会場及びスタート後の△直前にあります。また最終コントロールの直前にもあります。 

ただし、コース内のトイレは、「フラッグ位置を見るためでの利用を禁止」します。 

 

【給 水 所】☆設置しません。暑い時期でもあるので、飲料水は、必要に応じて携帯してください。 

 

＊トレイルＯ競技の流れ 

【事前申込の方】☆コントロールカードとゴムひもを会場で取り、指定時刻までにスタートへおいで下さい。 

 

【当日申込の方】 受付９時１５分～１１時２０分 

☆当日参加申込書に必要事項を記入のうえ参加料を添えて受付へ出して下さい。 

コントロールカードとゴムひもを受け取り、名前、クラスを記入の上、スタート時刻の指定を受け、

指定時刻までにスタートへおいで下さい。 

★参加料  ＯＡ、ＯＢクラスとも２７００円（２３歳以上）、２０００円（２２～１９歳）、 

同クラス１８歳以下１５００円 

☆当日申込枠は数に限りがあります。 

 

【スタート】 １０時００分～１２時３０分  

★スタート地区は会場より徒歩約３分（青テープ誘導）です。 

☆スタートは係員の指示により順次スタートして頂きます。 

☆競技は制限時間内にフィニッシュ（ゴール）して下さい。制限時間超過５分ごとに、１点の減点にな

ります。 Ａクラスのタイムコントロールに関わる時間は含めません。 

 

【初心者説明】★初心者説明は行いません。下記の【競技説明】をよくお読み下さい。 

 

【競技説明】☆この説明をご理解の上、フェアーに競技して下さい。 

        ★コースへの携帯電話の持込みを禁止します。 

 

１．コンパスと「コントロールカード（２枚重ね）」を持ってスタートに集合して下さい。 

他に競技者が携帯できるのは「地図張り付けボード、拡大鏡、雨具、飲み物」等です。 

今回の地図は縮尺４０００分の１、等高線間隔２．５ｍ、透視可能度３段階表示となります。 

 

２．地図に描かれた円へ、地図に書かれた遊歩道を通って近づいて下さい。 

ただし、階段や ×の付いた道、林の中の小径などを通ってコントロールに近づいてはいけません。 

また、広い道でも｢立入禁止｣の看板や黄色テープでの表示のある先の道も通ってはいけません。 

｢立入禁止｣の範囲を示す黄色テープは一部しか表示されていない部分があります。 

これらの道を通ってコントロールに近づくと失格になります。 

 

３．番号順に回ります。地図に描かれた円の近くの遊歩道に、Ａクラスは黄色、Ｂクラスは橙色の「１」「２」と書い

た標識が立ててあります。この標識の立ててある位置を「ＤＰ」と言います。 

そこに立って円の中心にあるフラッグを当てるのです。位置説明のいちばん右の欄に「↑」の印がある時は、

フラッグを「北に見る」位置（フラッグの南側）にＤＰがあるという意味です。参考にして下さい。 

 

- 4 -



４．位置説明の表の左から２つ目の欄に「Ａ－Ｃ」とある時は３つのフラッグが、「Ａ－Ｅ」とある時は５つのフラッグ

が見えますので、その数を確認して下さい。 

そして左から「Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ」と呼ぶ決まりになっています。左から見える順です。遠近は関係ありません。 

 

５．決められた道ならば、ＤＰにじっとしていないで道を左右に移動してみるのは許されています。 

 

６．さて、円の中心のコントロールはどれでしょう。位置説明の表示も参考にして、よく考えて選んで下さい。 

他の人と相談してはいけません。また、他の人の集中力の妨げになる「私語」も禁止します。 

 

７．例えば１番で「Ｄ」と決まったら「コントロールカード」の１Ｄの欄に、備え付けのパンチで印をつけます。２番で 

「Ａ」なら２Ａの欄にパンチして下さい。間違えてパンチしても訂正は出来ません。慎重に確認してパンチしまし

ょう。「パンチ」は次のコントロールに向けて、５～１０ｍ行ったところにあります。 

 

８．Ａクラスでは「正解なし」コントロールのある可能性があります。その時は「コントロールカード」の一番右の 

｢正解なし｣の欄にパンチします。３番が正解なしと思ったら３の｢正解なし｣の欄にパンチして下さい。 

Ｂクラスには「正解なし」コントロールはありません。 

 

９．Ａクラスには「タイムコントロール（ＴＣ）」があります。ポイントに着いたら役員の指示に従って下さい。地図を

見てから解答を出すまでの時間を計測します。 従来の「ＴＣ」と方式が変わっていますので、次項 【タイムコ

ントロール（ＴＣ）について】 をしっかり読んで理解しておいて下さい。 

 

10．速くフィニッシュ（ゴール）しても成績には関係しませんので、じっくり考えて正解を出しましょう。ただし、制限

時間内にフィニッシュ（ゴール）願います。 

 ではスタートしましょう。頑張って下さい。 

 

【タイムコントロール（ＴＣ）について】 

☆ＴＣ役員に「ＣＣ」を渡し、誘導によって「椅子」に座って下さい。 

☆回答は「口頭」か、「指差し」かを役員に伝えて下さい。 

☆フラッグＡ～Ｆの位置を確認して下さい。 

☆地図がまとめて渡されます。地図はすぐに見えないように表紙がついています。上部にリングの

ついたセットです。 

☆役員の「タイムスタート ナウ」の合図で表紙をめくって課題を解いて下さい。 

回答はご自分の選択した方法で、口頭なら「Ａ（アルファ）、Ｂ（ブラヴォ）、Ｃ（チャーリー）、Ｄ（デル

タ）、Ｅ（エコー）、Ｆ（フォックス・トロット）」と答えるか、「指差し」なら机上の回答板のアルファベット

を指さして行なって下さい。制限時間は３問で「９０秒」です。 

☆第１課題を解いたら地図をめくり、第２、さらに第３課題を解いて下さい。１つの課題を答えずに次

の課題の地図を見たり、前の課題地図を見るとその課題は「無回答」として扱います。回答の所

要時間は合計時間で記録されます。 

☆集計方法は従来と異なり、正解しても得点はなく、誤答のペナルティタイムが１課題当たり６０秒と

なります。２問間違うと、１２０秒、３問とも違うと１８０秒が所要時間に加えられます。 

 

【フィニッシュ(ゴール) 】 

       ☆フィニッシュタイムを記入します。「コントロールカード」は、会場の「計セン」までお持ち下さい。 
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【計 セ ン】☆コントロールカードを提出して控えを受け取って下さい。 

☆地図は回収しませんが、競技前の参加者に地図を見せたり、情報を与えたりしないで下さい。 

☆正解表は「12時３０分」以後に配布します。 

 

【公式掲示板】☆プログラムからの変更事項など重要情報を御確認下さい。 

 

【調査依頼と提訴】 

☆調査依頼は速報掲示後15分以内、提訴は調査依頼への回答後15分以内に所定の用紙で提出し

て下さい。それぞれの回答は「公式掲示板」に掲示します。 

 

【成績速報】☆成績速報は全員のスタートが終了後、随時行います。 

☆成績は愛知県ＯＬ協会のホームページに掲載します。紙版成績表は１部２００円で郵送します。 

 

【表   彰】☆各クラス３位まで表彰します。ただしＯＡ，ＯＢクラスは表彰対象外になります。 

Ｂ及び、パラリンピッククラスの表彰を１４時頃、Ａクラスは１５時頃の予定です。 

☆Ａクラス成績上位者には、2017年度開催の「全日本トレイルＯ選手権大会」のＥクラス出場資格が

付与されます。詳細は後日、ＪＯＡの「ＨＰ」をご参照ください。 

 

【裁定委員】☆当日「公式掲示板」に発表します。 

 

 

 

【パークＯ】 

【競技形態】☆個人、ポイント・オリエンテーリング競技、通過証明はEMIT(社) 電子パンチシステム使用 

 

【競技規則】☆「日本オリエンテーリング競技規則」に準拠 

 

【地   図】☆「あいち健康の森」(OLCルーパー作図) 

         縮尺 1：5,000  等高線間隔 2,5m  走行可能度４段階表示、JSSOM2007準拠 

  A 4 縦版、プリンターによる印刷、ポリ袋入 

       ☆特殊記号「灰色の ○、Ｙ →遊具」、 「水色の × →水飲み場」、「黒の ○ →モニュメント」 

         「黒の □ →藤棚、パーゴラ」 

 

【位置説明】☆ IOF 記号を用います。 

 

【競技クラス情報】☆  

 

 

 

 

【テレイン状況】☆植え込み・池・岩など人工的な部分の多い典型的な公園であるものの、自然の山林部も適度 

に含まれるテレインです。 

クラス 距離 登高 優勝設定時間 競技時間 

L クラス ３．８Km ９０m ２０分 ４０分 

S クラス ２．８Km ７０m ２０分 ４０分 
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＊パークＯ競技の流れ 

【事前申込の方】①パークＯのみ参加の方 

☆バックアップラベルを会場で取り、指定時刻までにスタートへおいで下さい。 

         Eカードレンタルの方は、Eカードにラベルが付いています。 

           ②トレイルＯにも参加の方 

        ☆トレイルＯのゴール後に、受付でスタート時刻の指定をして下さい。 

 

【当日申込の方】 受付 ９時１５分～１３時３０分 

☆当日参加申込書に必要事項を記入のうえ参加料を添えて受付へ出して下さい。 

バックアップラベルを受け取り、名前、クラスを記入の上、スタート時刻の指定を受け、指定時刻ま

でにスタートへおいで下さい。 

★参加料 Lクラス、Sクラスとも１８００円（２３歳以上）、１５００円（２２～１９歳）、１８歳以下１０００円 

☆当日申込枠は数に限りがあります。 

 

【スタート】 １１時００分～１５時 

☆スタート地区は管理棟前のすぐ近くです。スタートは係員の指示により順次スタートして頂きます。 

        ☆３分前枠入り口でアクティベートして、２分前枠で自分の責任で位置説明を取り、１分前枠で自分 

の責任で地図を取って足元に置いて下さい。 

        ★位置説明の大きさは、Ｌコース（６☓１８ｃｍ）、Ｓコース（６☓１３ｃｍ） です。 

☆スタート合図とともにスタートして下さい。スタートｺﾝﾄﾛｰﾙまでは赤色誘導テープで誘導します。 

 

【競 技 中】★テレイン内は、オリエンテーリング参加者以外の方が大勢来園していますで、走行中にぶつから 

ないように充分注意して下さい。 

 

【フィニッシュ】☆パンチングフィニッシュです。フィニッシュ後、会議室内の計算センターにてEカードの読み取りを 

受けて下さい。レンタルEカードは回収します。 

 

【表   彰】☆表彰はありません。成績速報は、管理棟内に掲示し、成績データーは、大会終了後ラップセンタ

ーにアップします。 

 

【大会全般に関する注意事項】 

★プログラムの内容が変更・取消・又は追加となる場合は、当日の「公式掲示板」に掲示します。参

加者は、当日の「公式掲示板」を必ず見て下さい。 

        ★気象状況（豪雨等）により公共交通機関の運行中止、道路通行止め等の影響が出た場合は、大

会を中止する事があります。その場合は、当日の７時までに愛知県協会のHPで告知します。 

         また、「愛知県知多地方」に、気象上の「警報」が発令されれば大会中でも「中止」します。 

☆トレイルＯ大会に関する問合せ(7月29日まで) 及び 大会当日（30日）の緊急連絡は次の携帯電

話までお願いします。 

 

【問合せ先】  h-tsuchiya@athena.ocn.ne.jp  土屋晴彦（大会実行委員長） ０９０－３５６８－９９４０ 
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