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大会名： 第２３回 京葉オリエンテーリングクラブ・千葉ポートパーク大会 

 

 

期日 ： ２００５年２月１２日（土）  （雨天決行・荒天中止） 

主催 ： 京葉オリエンテーリングクラブ 

後援 ： 千葉県オリエンテーリング協会 

協力 ： 早稲田大学オリエンテーリングクラブ 

協賛 ： スエットショップジャパン 

会場 ： 千葉ポートパーク（千葉県千葉市中央区） 

役員 ： 

  大会会長        遠藤 益夫 

大会実行委員長     大塚 友一 

競技責任者･コース設定  寺垣内 航 

運営責任者       奥田 健史 

地図作成        田中 徹 

競技規則： 

ポイント･オリエンテーリングは(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(平成 17 年 1 月 1 日改正施行)｣

に則って行ないます。 

(詳細は｢5. ポイント･オリエンテーリング｣を参照ください） 

 

 問合せ先： 

大会公式ホームページ http://www.keiyo-ol-club.com/23rd-park/index.htm 
電子メール      keiyo_23rd_park@mac.com  (2/11 まで) 

電話      090-1662-0699  (2/12. 9:00-16:00 のみ) 
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1.ごあいさつ 

 

 

 

 

 

大会会長 遠藤益夫 

 

 第 23 回 京葉オリエンテーリングクラブ 千葉ポ

ートパーク大会にご参加いただき、ありがとうござ

います。 

今大会はスタートを午後からとし、千葉港の発祥

の地であるポートパークの変化に富んだ地形を活か

しスピーディなレース展開が望めるよう設定いたし

ました。また、当クラブとしては初のトレイル･オリ

エンテーリングも京葉らしさを込めてセットし、キ

ッズ･オリエンテーリングを含めて、オリエンテーリ

ング３本立てとなります。なにとぞ日頃の成果を十

二分に発揮され、家族ぐるみで土曜日の午後を楽し

んでいただければ幸いです。 

今大会開催にあたり、千葉ポートパークをはじめ

早稲田大学オリエンテーリングクラブ等、関係者の

皆様に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本大会の地図の一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会実行委員長 大塚友一 

 

 この度は第 23 回京葉オリエンテーリングクラブ 

千葉ポートパーク大会にお申し込みいただき、あり

がとうございます。 

 今大会は千葉ポートパークを舞台にしたスプリン

ト形式での開催となります。潮の香りを感じながら

スピーディーなレースをお楽しみください。 

 それに加えて京葉初の試みとしてトレイルＯをご

用意いたします。スプリント１本では物足りないと

いう方もご参加いただければと思います。 

 また、会場が公園ですしキッズＯもございますの

でご家族連れの方もぜひお気軽にご参加ください。 

 クラブ員一同皆様のご来場をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

本大会の地図の一部 
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2. 大会全般について 

 

2.1 全体の流れ 

 

  9:00 荒天時の大会開催/中止の決定 

9:00 駐車場オープン 

12:00 当日受付･開始 

13:00 スタート開始(ポイント･オリエンテーリング) 

13:30 スタート開始(トレイル･オリエンテーリング) 

14:00 当日受付･終了 

16:00 ゴール閉鎖 

 

※ ポイント･オリエンテーリングの表彰は、成績が確定次第、随時行ないます。 

※ モデル･イベントは開設しません。 

 

 

2.2 大会全般の注意事項 

 

・申込み時にはＭ、Ｗ、Ｎクラスのみのクラス分けでしたが、年齢に応じたクラス分けとしました。 

   (「5.4.3 クラス・コース」を参照下さい) 

 

・競技中に、公園利用者との接触事故を起こさないよう、十分注意して競技して下さい。 

 

・大会参加者の会場/テレイン内での火気の使用ならびに喫煙を禁止します。 

 

・ゴミはすべて自宅まで持ち帰り願います。（ポートパーク/駅等へ捨てないこと）。 

 

・緊急の事態にそなえ、健康保険証またはそのコピーをご持参ください。 

 

・大会会場ならびに周辺での、テント泊/野宿ならびにテント/タープ設営を禁止します。 

 

・気象警報の発令等、主催者が参加者の安全を確保できないと判断した場合、開催を中

止します。 
  (大会決行が危ぶまれる場合(天候不順等)の問い合わせ先等については｢3. 大会の開催･中止について｣を

参照ください) 
 

 ・本大会のテレインでは、大会終了以降にオリエンテーリングを行なうことはできません。 

 
 ・本プログラム発行以降の更新情報については、大会公式ホームページに掲載します。また、大会当日には

大会公式掲示板に掲示します。 

 

大会公式ホームページ http://www.keiyo-ol-club.com/23rd-park/index.htm 
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2.3 案内図 
 

 広域案内図 

 
 

千葉みなと駅からの徒歩ルート

会場 

千葉みなと駅

駐車場

京葉線

千葉都市モノレール

県立美術館

郵便局

会場

千葉駅

稲毛海岸駅

蘇我駅
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3. 大会の開催･中止について 

 

・荒天時(気象警報発令時など)は大会開催を中止します。 

 

・2/12(土)9:00 に大会の開催/中止を決定し、大会公式ホームページに記載します。 

 

 大会公式ホームページ   http://www.keiyo-ol-club.com/23rd-park/index.htm 

 電話問合せ先  090-1662-0699 

 

・ 大会中止の際も、参加費等の返却は行ないません。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

京葉オリエンテーリングクラブからのお誘い 
 

新しい仲間を募集！ 

 京葉大会に参加してくださったあなた、次回は運営者として京葉大会を楽しんでみませんか？ 

京葉オリエンテーリングクラブは会員数が約 60 名、子どもから 70 代までの老若男女、トップエリートや

運営の達人からマイペース派まで、様々なメンバーがいます。設立以来 30 年近くになりますが、20 代の

会員も多く、オリエンテーリングを一緒に楽しむ仲間がほしい方にはピッタリだと思います。 

会員の居住地は千葉県と東京都が中心ですが、埼玉県や神奈川県の他、関東地方以外や海外にも広がっ

ており、学生の方や家族で活動したい方も十分に楽しめます。 

競技面の実績は、クラブカップリレーの入賞 9 回・優勝 2 回、クラブ対抗リレーの 3 連覇（2000～2002

年）と、全国でもトップレベルを誇ります。運営面では、今回で 23 回目となる主催大会や 53 枚の地図作

成、共催による大会運営を行ってきました。公認大会からパーク･オリエンテーリングまで、様々な大会

と地図で「運営の楽しみ」を味わうことができます。 

ふだんの活動としては、大小の飲み会、練習会、合宿などがあります。遠方の大会には、一緒に遠征す

る人も多いようです。各人が自分の希望や都合に合わせて、やりたい＆できる範囲で参加するのが基本ス

タンスです。 

京葉オリエンテーリングクラブでは、年齢･性別･経験を問わず、新入会員を随時募集中ですので、お気

軽に声をお掛けください。詳しくは京葉オリエンテーリングクラブのホームページをご覧頂ければ幸いで

す。 

 

http://www.keiyo-ol-club.com/keiyo_ol_club.htm 

 

あなたも私たちのクラブでいっしょにオリエンテーリングを楽しんでみませんか？ 

 

 

●会員データ 

居住地：千葉 35 名、東京 12 名、埼玉・神奈川 3 名、栃木 2 名、北海道・茨城・大阪・スウェーデン 1 名 

年齢：20 代 15 名、30 代 20 名、40 代 15 名、50 代 1 名、60 代 6 名、70 代 2 名 
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4. 会場まで 

 

4.1 会場までの交通 

 

4.1.1 千葉みなと駅から徒歩またはバス 

・ＪＲ京葉線ならびに千葉都市モノレール「千葉みなと駅」から会場まで徒歩約 12 分、またはバスで約 5

分です。 

- 徒歩：「千葉みなと駅」からは「2.3 案内図」「4.3 大会会場」を参考にお越し下さい。 

（駅からのテープ誘導はありません） 

 

    - バス：千葉みなと駅北口 ４番バス乗り場から千葉中央バス･小湊鐵道バス「千葉ポートタワー」行

きで約 5 分。200 円。終点の「千葉ポートタワー」下車すぐです。 

        バス時刻は「4.1.2 ＪＲ千葉駅/京成千葉駅からバス」を参照してください。 

 

 ・千葉みなと駅までの交通 

- ＪＲ京葉線の時刻（東京駅発の下り快速のみ掲載） 

 

   東京･発  11:02  11:16  11:32  11:46  12:02  12:16  12:32  12:46  13:02 

   千葉みなと･着 11:40  11:54  12:09  12:24  12:40  12:54  13:09  13:24  13:39 

 

- 千葉都市モノレール 

      千葉駅から千葉みなと駅行きに乗車し、終点下車。千葉みなと駅まで約 4 分、190 円。 

      ＪＲからの乗り換えに約 5 分かかります。 

 

      千葉･発                       11:39  11:46  11:51   

12:00  12:03  12:15  12:19  12:27  12:31  12:39  12:46  12:51   

   13:00  13:03  13:15  13:19  13:27  13:31  13:39 

 

 

4.1.2 ＪＲ千葉駅/京成千葉駅からバス 

・ＪＲ千葉駅東口 １２番バス乗り場から千葉中央バス・小湊鐵道バス「千葉ポートタワー」行きで約 15 分。

終点の「千葉ポートタワー」下車すぐです。210 円。(｢千葉みなと駅｣から｢ポートタワー｣までは 200 円） 

 

千葉駅･発  10:45 11:30 12:21 13:37 14:31 

千葉みなと駅･発 10:55 11:41 12:31 13:47 14:41 

ポートタワー･着 11:00 11:46 12:36 13:42 14:46 

 

4.1.3 車 

千葉ポートパーク駐車場をご利用ください。（駐車無料） 

9 時開場。250 台駐車可能ですが、他の公園利用者も駐車しますので、満車となって駐車できない可能性も

あります。なるべく相乗り、または電車･バスでお越しください。 

駐車場内での事故･盗難等については、大会主催者ならびに千葉ポートパークは一切責任を負いません。駐

車場を含む千葉ポートパーク一帯での禁煙にご協力ください。 

 

 

4.2 コンビニエンスストア 

 ・最寄りのコンビニエンスストアは、千葉みなと駅構内にあります。    

 ・千葉ポートパーク内のレストハウスならびにポートタワー入り口の売店にて軽食などを販売しています。 

   (レストハウスは 16:00 に閉館となります)
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4.3 大会会場 

ポートパーク内の広場が会場となります。下図を参照下さい。（青空会場です） 

バス停から徒歩約 1 分です。 

主催者側で荷物置き場用にビニールシートを用意します。また参加者の方が持参されたビニールシートを敷

くことも可能です。 

雨天時の荷物保管用に主催者側で小さなテントを用意します。これ以外のテント･タープなどの設営は

禁止されていますので、ご遠慮下さい。 
女子の更衣室として、ポートパーク内の「休憩所」を利用できます。会場から赤色スズランテープ誘導にて

約４００ｍ。この誘導は競技区域内を通りますので、誘導から外れることは慎んでください。「休憩所」は

オリエンテーリング以外の公園利用者も使用しますので、譲り合ってご使用下さい。また「休憩所」に荷物

を保管することはできません。 

大会会場内を含め、大会参加者は千葉ポートパーク内で全面的に禁煙とします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ポイント･オリエンテーリングのスタートまでは、白色スズランテープによる誘導です。 
 

上図に示された区域以外は、競技エリアのため立ち入り禁止とします。 

 

会場

バス停

トイレ

駐車場

千葉みなと駅

スタート
白色スズランテープ

休憩所
(女子更衣室)

赤色スズランテープ

ポートタワー
入口

レストハウス
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5. ポイント･オリエンテーリング 

 

大会会場に大会公式掲示板を設けます。プログラムへの修正･追加情報を掲示しますので、必ずご覧くださ

い。 

 なお、(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(平成 17 年 1 月 1 日改

正施行)｣に則り運営しますが、下記の不適用条項があります。 

- クラス分け      独自に設定します。 

- 優勝時間       Ｍ２１クラスの優勝時間は 11 分とします。 

- スタート順      複数のクラスが同一コースに出場しますが、スタート順を 

             クラスごとにまとめず、ランダムなスタート順とします。 

- 大会コントローラ   本大会では大会コントローラはいません。(指定していません) 

 

 

5.1. 受付 

 

5.1.1 事前申込者 

・事前申込者は受付にて、下記配布物をお取りください。 

- e-card(レンタル申込者のみ) 

- e-card 用バックアップラベル 

- コントロール位置説明 

・マイカードを持参し忘れた場合は、本部にお越しください。手数料 300 円にてレンタルします。 

 

5.1.2 当日申込者 

・当日申込みの受付時刻は 12:00～14:00 です。 

・受付にて参加申込書と誓約書に記入の上、参加費とともに申し込んでください。 

・参加費は以下の通りです。（クラスは「5.4.3 クラス・コース」を参照してください） 

  M21,W21,M20,W20,M35,W35,M50,W50 クラス 1,600 円（学生 1,400 円、高校生以下 1,100 円） 

  MN,WN クラス         1,100 円 

 （参加費には e-card のレンタル費が含まれています） 

 翌日の早大 OC 大会へ事前申込みしている方は参加費が 200 円引きとなります。 

 ・各クラスには定員を設けていますので、希望のクラスに出走できない場合もあります。 

 ・当日申込者も正規の表彰対象となります。 

・当日申込みの場合、マイカードは使用できません。 

・受付時に、下記配布物をお取りください。 

- e-card      1 枚 

- e-card 用バックアップラベル      1 枚 

- コントロール位置説明   1 枚 

- プログラム(本書)   1 部 

 

5.1.3 出場登録変更 

・本大会では、申込者の代理での出場（いわゆる「代走」）は認めません。 

・ただし、申込者の承諾があれば、競技出走以前に手続き（出場登録変更）を行うことで、正規の参加者と

して取り扱います。 

・出場登録変更の希望者は受付に申し出てください。（手数料 300 円を申し受けます） 

・変更後の出走者も、該当クラスの参加資格を満たしている必要があります。 

 

5.1.4 コンパスの貸し出し 

・コンパスの貸し出しを行います。希望者は受付に申し出てください。（貸し出し数には限りがあります） 

・万一、破損や紛失などがありましたら、実費(2,000 円)を負担していただきます。 

・借り出したコンパスは、ゴール後に本部へ返却してください。 
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5.2 スタートまで 

・スタートまで、白色スズランテープによる誘導約 200ｍ、徒歩約 3 分です。（登りはありません） 

・ウォームアップエリアは、会場とスタート地区の間の誘導区間とします。 

・防寒着の輸送は行いません。 

 

 

5.3 スタート 

・e-card がない方は出走できません。 

・スタートの閉鎖時刻は 15:03 を予定しています。(当日参加者が多い際は繰り下げる場合もあります) 

 

5.3.1 スタート地区レイアウト 

・12 ページの｢スタート地区レイアウト図｣を参照ください。 

・スタート地区の時計は現在時刻を表示しています。 

・時計の時刻が自分のスタート時刻の 3 分前になりましたら役員のチェックを受け、スタート枠に入ってく 

ださい。 

 

5.3.2 スタート方法 

 ３分前 ：役員より e-card の確認を受け、e-card を所定のユニットにはめアクティベートを行ってくださ

い。アクティベートではユニットのランプが点滅することを確認してください。点滅しない場合

は役員に申し出てください。e-card を再発行いたします。 

２分前 ：１つ前の枠に進んでください。 

１分前 ：枠の左右に地図が入った箱が設置されています。クラスごとに箱が違いますので出走するクラス

が書かれた箱の前に進んでください。違うクラスの箱と間違えないようご注意ください。 

     地図が入っているビニール袋を封入したい場合は、地図を取り出し、加工してください。その際、 

     地図面を見ないようにしてください。加工が終わったら地図を戻してください。 

スタート：スタート 10 秒前になったら e-card をスタートユニットにはめ、スタートの合図と同時に e-card

を離し、箱から地図を 1 枚取ってスタートしてください。スタート枠からスタートフラッグまで

は、赤白の誘導テープによる誘導です。 

 

・スタート･レーンは下記のとおりとなっています。 

１レーン：事前申込みの M21,M20,M35,M50,W21 クラス。毎分 00 秒スタート 

２レーン：事前申込みの W20,W35,W50,MN,WN クラス。当日申込みの全クラス。毎分 30 秒スタート 

３レーン：遅刻者用(事前･当日申込者とも)。スタートは役員の指示に従って行なう。 

 

 １レーンと２レーンでは、レーンに入るタイミング、前の枠に移るタイミング、

スタートのタイミングが 30 秒ずつ異なりますので、ご注意下さい。 
 

・遅刻者は役員の指示に従い遅刻枠に進んでください。正規のスタート選手に影響を与える恐れがある場合

は、すぐにスタートできないこともあります。遅刻の場合、所要時間はあらかじめ指定されたスタート時

刻からスタートしたものとして計算されます。 

千葉ポートタワー 
 

高さ１２５ｍ、全体がハーフミラーガラスに覆われた千葉市のランドマークです。高さ１１２ｍにある展

望室からは東京湾や千葉市が一望の下です。レース後すぐに登れば、競技中の選手を観戦することもでき

ます。大会終了後はぜひ登ってみてください。 

 (料金：大人 410 円、小･中学生 200 円、小学生未満･千葉県在住の 60 歳以上の方は無料) 
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スタートフラッグへ（赤白テープ誘導）

　1分前

　２分前

　３分前

<< １レーン >> << ２レーン >> << ３レーン >>

会場より（白色スズランテープ誘導）

アクティベートユニット

スタートユニット

M21,
M35,
M50,
M20,
W21

W35,
W50,
W20,
MN,
WN

当日申込者

遅刻者

地図箱
(M21,M35,M50,M20,W21)

地図箱
W35,W50,W20ならびに

当日申込み(MN,WN以外)

地図箱
（MN,WN）

時計
(現在時刻)

毎分00秒
スタート

毎分30秒
スタート

役員の指示
に従って
スタート

 
 

スタート地区レイアウト 

 
 

大会マスコット「ピッキー」について 

 

 

千葉県の名産であるピーナッツを擬人化したキャラクターです。今回、数々のコラボ

レーション企画を共同で行う早稲田大学オリエンテーリングクラブが作成しました。

ポートパーク大会の翌日に成東町で開催される第 27 回早稲田大学オリエンテーリン

グ大会と当大会の共通マスコットです。ポートパークで皆さんをお待ちしています！ 

 

第 27 回早稲田大学オリエンテーリング大会の宣伝は 22 ページにもありますので、そ

ちらもご覧下さい。 
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5.4 競技 

 

5.4.1 地図 

「千葉ポートパーク」縮尺 1:4000 等高線間隔 2m 走行可能度 4 段階表示 ISSOM2004(ドラフト)準拠 2005

年作成 A4 横版 

PC プリンターによる印刷。ビニール袋入り。 

※ ビニール袋の口は封入されていません。 

      スタートにてビニールテープとハサミを用意します。また、持参したジッパー付ビニール袋を

使用することも可能です。 

  ※ ISSOM2004: International Specification for Sprint Orienteering Maps (ISSOM) Final draft 2004 

・本大会で用いる特殊記号は下記の通りです。(地図記号の凡例は特殊記号のみ印刷されています) 

- 目立つ人工特徴物：×(黒)  

- 目立つ水呑場等の水系人工特徴物：×(青)  

・下記については、｢ISSOM2004(ドラフト)｣に準拠していません。 

- 目立つ独立樹(418 Single large tree)：幹の直径が 30cm 以上のもの 

- 低木または独立樹(419 Bush or tree) :独立樹については幹の直径が 30cm 未満のもの 

※｢ISSOM2004(ドラフト)｣では幹の直径 50cm 以上のものを「目立つ独立樹」としています 

・街燈、ベンチは記載していません。 

・スタート位置：△、コントロール位置：○、ゴール位置：◎。 

・大会当日、会場内に掲示してある地図見本(コース部分を除く)で確認ください。 

 

5.4.1.1 コントロール位置説明 

 ・コントロール位置説明は International Specification for Control Descriptions 2004 に従って表記

します。 

 

5.4.2 テレイン 

・テレインは千葉港沿岸の埋立地に形成された公園である。大半は芝生広場などの空地で、それ以外は植

林された林地、人工被覆部分、池、花壇などで構成される。ポイント･オリエンテーリングでは海岸沿い

の人工突堤以外の公園全域を使用する。埋立地ではあるが比高は最大で約 15ｍにおよぶ。植林部分は冬

季の落葉により、非常に見通しが良くなっている。 

 

5.4.3 クラス・コース 

 

・クラス分けは下記のとおりです。   

クラス 性別・年齢 難易度 距離 登距離 優勝時間

 Ｍ２１ 男性･21～34歳 中･上級者向け ２.８ｋｍ ３０ｍ １１分

 Ｍ２０ 男性･20歳以下 中･上級者向け ２.８ｋｍ ３０ｍ １５分

 Ｍ３５ 男性･35～49歳 中･上級者向け ２.８ｋｍ ３０ｍ １３分

 Ｍ５０ 男性･50歳以上 中･上級者向け ２.８ｋｍ ３０ｍ １５分

 Ｗ２１ 女性･21～34歳 中･上級者向け ２.８ｋｍ ３０ｍ １４分

 Ｗ２０ 女性･20歳以下 中･上級者向け ２.８ｋｍ ３０ｍ １８分

 Ｗ３５ 女性･35～49歳 中･上級者向け ２.８ｋｍ ３０ｍ １８分

 Ｗ５０ 女性･50歳以上 中･上級者向け ２.８ｋｍ ３０ｍ ２２分

 ＭＮ 男性･無制限 初級者向け ２.１ｋｍ ２０ｍ ３０分

 ＷＮ 女性･無制限 初級者向け ２.１ｋｍ ２０ｍ ３５分  
年齢は 2005 年 3 月 31 日時点のものです。 

 

※申込み時にはＭ、Ｗ、Ｎクラスのみのクラス分けでしたが、上記のように年齢に応じたクラ

ス分けとします。 
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5.4.4 パンチ 

・コントロールは、１番から順番に回ってください。 

 ・コントロールに着いたら、e-cardをコントロールのe-cardユニットにはめ込んでパンチをしてください。 

  ※誤ってパンチしてしまった場合は、その後に正しいコントロールでパンチすれば問題ありません。コン

トロールを飛ばした場合は飛ばしたコントロールから順にパンチしてください。 

・e-card ならびにバックアップラベルへの書き込み・加工は禁止します。 

 

5.4.5 競技に関する注意事項 

・公園内のコースのため、服装に関する制限･推奨事項等は特にありません。 

・金属スパイクなど、接地面に金属が露出したシューズの使用を禁止します。 

・公園内には、競技時間帯には公園利用者が多数いることが想定されます。公園利用者と

の接触事故を起こさないようにご注意ください。パーク･オリエンテーリングにおいて

一般利用者･観客との接触事故を避けることは、競技者の義務です。 

・花壇には、立ち入り禁止です。（地図上に表記されていない花壇も含む） 

 ・池の部分のうち「渡れない水系」(ISSOM2004 304.1 Impassable body of water(forbidden to pass))

で表記された部分に立ち入ることを禁止します。当該部分の水深が浅くなっている場所も立ち入

り禁止です。立ち入りが判明した場合、失格となります。 

・池の部分のうち「渡れる水系」(ISSOM2004 305.1 Passable body of water)で表記された部分を通過する

ことは可能です。なおこの部分は滑りやすくなっています。通過時はご注意ください。 

・コース上にトレイル･オリエンテーリングのフラッグが設置されている箇所がありますが、触れないよう

にご注意ください。 

 

5.4.6 競技時間 

・競技時間は 1 時間です。これを越えた選手は失格となります。 

 （一部の選手はスタート時刻が 15:00 以降となりますが、その場合もゴール閉鎖時刻の 16:00 までに 

  ゴールしてください。） 

 

5.4.7 給水所 

・スプリント競技であり、また寒冷期のため、給水所は設けません。（ゴールでも飲料水を提供しません） 

 

5.5 ゴール 

 

5.5.1 ゴール 

・最終コントロールからゴールまで、テープ誘導はありません。 

・パンチングフィニッシュです。計時線上にあるパンチングフィニッシュ用ユニットに e-card をはめ込ん

でください。この時刻がゴール時刻となります。 

・パンチング用ユニットは２個用意します。どちらのユニットを使用しても構いません。 

・e-card は役員の指示に従って提出してください。マイカードの方も一旦 e-card をお預かり、後ほど大会

本部にて返却します。 

・地図回収を行いません。まだスタートしていない選手に見せないように、各自責任を持って保管してくだ

さい。 

・ゴールでの調査依頼等は受け付けません。大会本部に申し出てください。 

 

5.5.2 ゴール閉鎖 

・ゴールは、16:00 に閉鎖します。 

・競技途中であっても、ゴール閉鎖時刻までに、ゴールを通過してください。 

・競技を途中で棄権する場合でも、必ずゴールに e-card を提出してください。 

（これが不可能な場合でも、何らかの方法で役員に連絡してください） 
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5.6 ゴール後 

ゴールは会場に隣接して設けます。 

 

5.6.1 速報 

・成績速報の掲示を行います。掲示場所は会場に設けます。 

・ラップは選手ごとに印刷し、所定の場所で配布します。ご自分のものをお取りください。 

（e-card 等の故障により、ラップの提供ができない場合があります。） 

・翌日の早稲田大学オリエンテーリング大会会場にて、正式成績の掲示を行ないます。 

 

5.6.2 コンパスの返却 

・借り出したコンパスは、本部へ返却してください。 

 

5.6.3 苦情･調査依頼 

・苦情･調査依頼などがある場合は、本部にて所定の用紙に記入の上、提出してください。苦情･調査依頼に

対する大会主催者の回答は、大会公式掲示板に掲示します。 

 

5.6.4 提訴 

・苦情･調査依頼に対する大会主催者の回答に納得できない場合、提訴することができます。提訴は、本部

にて所定の用紙に記入･提出することにより行ないます。提訴に対する裁定委員の判断の結果は、大会公

式掲示板に掲示します。 

 

5.6.5 裁定委員 

・本大会（ポイント･オリエンテーリング）の裁定委員については大会当日に公式掲示板に掲示します。 

 

5.6.6 成績表 

・成績表は、後日、大会公式ホームページに掲載します。 

・紙版成績表（300 円。郵送料込み）の郵送を希望する場合、本部にて申し込んでください。 

 

5.6.7 表彰式 

・各クラス上位 6 位まで表彰します。（出走者が 6 名に満たないクラスは上位 3 名まで表彰します） 

・クラスごとに成績が確定次第、表彰式を行ないます。 

・表彰式は会場の近辺で行い、賞状を授与します。 

・雨天時等は、表彰式を取りやめる場合もあります。（この場合、表彰状は後日郵送します。） 

 

5.6.8 不参加者の地図 

 ・事前申込者で参加されなかった方の地図を、(本人へ渡すことを前提に)知人の方が持ち帰ることができま

す。ご希望される方は、本部までお越しください。 

・翌日の早稲田大学オリエンテーリング大会の会場にても、返却いたします。 

 ・不参加者への後日の地図の郵送は、行ないません。 

 

5.6.9 地図の販売 

 ・大会で使用した地図を、13:00 より本部にて販売します。 

- コース図  1枚200円 （販売用地図は数に限りがあります。なお白地図の販売は行ないません。） 

・すでにゴールされた方、ポイント･オリエンテーリングに参加されない方のために全競技者のスタート終

了以前に販売を開始します。まだスタートしていない選手に見せないように、各自責任をもって保管して

ください。 

・翌日の早稲田大学オリエンテーリング大会会場でも、地図売り場にて販売します。 

 

5.7 観戦  

 ・競技が終了した方は、地図を持参して、テレイン内で他の選手を観戦･応援することができます。 
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6. トレイル･オリエンテーリング 

 

  大会会場に大会公式掲示板を設けます。プログラムへの修正･追加情報を掲示しますので、必ずご覧くださ

い。 

 

身障者トイレは、会場横とポートタワー１階入口にあります。 

 

6.1 受付 

    ・参加申込みは、トレイル・オリエンテーリング受付までお越しください。 

    ・参加費は１人あたり３００円です。 

    ・受付時刻は 12:00～14:00 です。 

    ・トレイル・オリエンテーリング受付にて参加費をお支払いの上、コントロールカードをお受け取りくだ

さい。 

    ・コントロールカードは、ゴール提出用と競技者控え用の２枚１組になっています。 

・車椅子など移動障害を持つ競技者には、希望があれば主催者側で競技者一人に介助者（エスコート）を

一人つけますので、受付にお申し出ください。 

・ポイント･オリエンテーリングとトレイル･オリエンテーリングの両方に参加される場

合は、必ずポイント･オリエンテーリングを先に参加してください。 
・当日申込みの方で、ポイント･オリエンテーリングとトレイル･オリエンテーリングの両方に参加を希望

される方は（大会のスケジュールの都合上）、トレイル･オリエンテーリングの競技時間を確保するため、

早めの来場をお願いします。 

 

 

6.2 クラス 

    ・クラスは下記の２つです。 

        Ａ:トレイル・オリエンテーリング上級者向け 

        Ｂ:トレイル・オリエンテーリング中級者向け。または上級者が同行しての指導用のコース。 

        どちらのクラスも、1 名のみ、あるいは複数名での同時スタートが可能です。 

 

 

6.3 スタート 

    ・コントロールカードに必要事項を記入の上、スタートの準備が整いましたら、再度トレイル･オリエン

テーリング受付にお越しください。地図をお渡しいたします。 

    ・コントロールカードは２枚１組になっています。必要事項は２枚とも記入してください。 

    ・スタート地区は、トレイル･オリエンテーリング受付わきです。 

    ・トレイル・オリエンテーリングのトップスタートは、13:30 を予定しています。 

 

 

6.4 競技 

 

6.4.1 地図 

    ・ポイント・オリエンテーリングと同じ規定による地図を使用します。 

    ・縮尺 1:4000 等高線間隔 2m 走行可能度 4 段階表示です。 

    ・詳細は「5.4.1 地図」を参照してください。 

 

6.4.1.1 コントロール位置説明 

    ・ＡクラスはＩＯＦ記号を使用します。Ｂクラスは日本語で表記します。 

    ・ＤＰ(デシジョン･ポイント)を発見するには、コントロール位置説明表Ｈ欄(右端の欄)の矢印を手掛か

りにしてください。なお、ルート･チョイスに迷うことのない場合は、コントロール位置説明表Ｈ欄に

矢印は表示しません。 
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6.4.2 テレイン 

    ・「5.4.2 テレイン」を参照してください。 

 

6.4.3 コース 

    ・コース距離は下記のとおりです。 

        Ａクラス １.８ｋｍ      Ｂクラス １.７ｋｍ 

 

6.4.4 パンチ 

    ・コントロールは、１番から順番に回ってください。 

    ・コントロール通過は、パンチにて行ってください。 

    ・コントロールカードは２枚１組になっていますので、２枚重ねてパンチしてください。 

    ・正解には１ポイントの得点を与えます。 

    ・１つのコントロールについて、該当する「行」内に複数のパンチが確認された場合、およびパンチのな

い場合は、不正解となります。 

 

6.4.4.1 タイム・コントロール 

    ・タイム・コントロールでは「ＴＣチェッカー」という時間自動計測器を使用します。係員の指示にした

がってください。 

    ・回答制限時間は最大６０秒です。 

    ・６０秒以内の正解には１ポイントの得点を与えます。 

    ・正解でない場合には得点は与えず、ペナルティとして回答所要時間に６０秒を加算します。 

 

6.4.5 競技に関する注意事項 

    ・トレイル・オリエンテーリングでは服装に対する注意は特にありません。 

    ・芝生の広場など、道をはずれてコントロールに近づいてはいけません。 

    ・立入禁止の道は地図上にＸ印(パープル)で表示します。進入してはいけません。また、現地に｢立入禁

止｣の表示がある道にも、進入してはいけません。厳守してください。 

    ・その他「5.4.5 競技に関する注意事項」も参照してください。 

 

6.4.6 制限時間 

    ・制限時間は 60 分です。制限時間を超えると５分毎に１点減点となります。 

   （スタート時刻が 15:00 以降になることもありますが、その場合は 60 分後でなく 

ゴール閉鎖時刻の 16:00 までに、ゴールしてください。） 

 

6.4.7 給水所 

    ・給水所は設けません。 

 

 

6.5 ゴール 

 

6.5.1 ゴール 

    ・ゴールはトレイル･オリエンテーリング受付地区です。 

    ・コントロールカードをゴール係に提出してください。競技者控え用はその場で返却します。 

    ・地図は回収しません。 

    ・正解表を配布します。 

    ・地図・正解表・コントロールカードは、まだスタートしていない選手に見せないよう、各自責任をもっ

て保管してください。 

 

6.5.2 ゴール閉鎖 

    ・ゴールは 16:00 に閉鎖します。 
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    ・競技途中であっても、ゴール閉鎖時刻までにゴールを通過してください。 

    ・競技を途中で棄権する場合でも、必ずゴールにコントロールカードを提出してください。 

 

 

6.6 ゴール後 

 

6.6.1 速報 

    ・成績速報はゴール付近に掲示します。 

 

6.6.2 苦情･調査依頼 

    ・苦情･調査依頼などがある場合は、本部にて所定の用紙に記入の上、16:00 までに提出してください。

苦情・調査依頼に対する大会主催者の回答は、大会公式掲示板に掲示します。 

 

6.6.3 成績表 

    ・成績表は後日、大会公式ホームページに掲載します。紙版成績表にも掲載します。 

 

6.6.4 表彰式 

    ・表彰は各クラス上位３位まで行いますが、当日の表彰式はありません。表彰状を後日郵送します。 

 

 

 

7. キッズ･オリエンテーリング 

・お子様のためのオリエンテーリングコースです。 

・誘導テープ(ストリング)をたどれるお子様なら、お 1 人で参加可能です。また、保護者の方の同伴も可能

です。 

・参加費無料です。参加申込みは、キッズ･オリエンテーリング受付までお越しください。 

・受付時刻は 12:00～14:00 です。 

・誘導テープはピンク色です。コントロールにはクレヨンが付けられています。地図のチェック枠にクレヨ

ンのチェックをしてください。 

・16:00 までにゴールしてください。 

・お子様向けに参加賞を用意していますので、ゴールでお受け取りください。 

・キッズ･オリエンテーリングでは服装に対する注意は特にありません。(半袖･短パン等でも問題ありませ

ん) 

・キッズ･オリエンテーリングの詳細については、当日に会場にて案内します。 

・地図：「ぽーとぱーく」  縮尺 1/2000  等高線間隔 2ｍ 

 

 

 

8. 帰路の交通機関 

 

・路線バス(千葉駅方面行)のポートタワー発の時刻は、下記のとおりです。 

 

  千葉みなと駅経由 千葉みなと駅･千葉駅経由 

   千葉駅ゆき         蘇我駅ゆき 

13: 57 

14:                   20 

15: 00  45 

16: 35                55 

17: 25  36
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スタートリスト 

 

 

Ｍ２１ 

14:26:00 山口 卓也  岩手大学オリエンテーリングクラブ 

14:27:00 中町 和雄  みちの会 

14:28:00 櫻本 信一郎 仙台オリエンテーリングクラブ 

14:29:00 細田 北斗  岩手大学オリエンテーリングクラブ 

14:30:00 和泉 憲昌  アンビバレンス 

14:31:00 小暮 喜代志 木酔会 

14:32:00 宮城島 俊太 ときわ走林会 

14:33:00 山本 真司  紅萌会 

14:34:00 阪本 紘一  岩手大学オリエンテーリングクラブ 

14:35:00 増本 渉   麦チョコズ 

14:36:00 田所 真之  横浜オリエンテーリングクラブ 

14:37:00 西脇 正展  杏友会 

14:38:00 小野田 剛太 京大オリエンテーリングクラブ 

14:39:00 西尾 信寛  朱雀オリエンテーリングクラブ 

14:40:00 小林 隆昭  千葉大オリエンテーリングクラブ 

14:41:00 中村 毅  

14:42:00 牧山 知彦  東大オリエンテーリングクラブ 

14:43:00 今泉 知也  東京都立大学ＯＢ 

14:44:00 山田 雄一郎  

14:45:00 岡本 健一  ぞんびーず 

14:46:00 一戸 康成  東北大オリエンテーリングクラブ 

14:47:00 熊谷 智之  航走の会 

14:48:00 高橋 善徳  ときわ走林会 

14:49:00 高田 智実  チーム１０本足 

14:50:00 山口 大助  ＥＳ関東クラブ 

14:51:00 山口 尚宏  入間市オリエンテーリングクラブ 

14:52:00 小泉 成行  ときわ走林会 

14:53:00 鈴木 陽介  ぞんびーず 

14:54:00 鹿島田 浩二 渋谷で走る会 

14:55:00 兼田 僚太郎 しましまフクの会 

14:56:00 大嶋 真謙  爆烈団 

14:57:00 松澤 俊行  三河オリエンテーリングクラブ 

14:58:00 竹内 誠史  東大オリエンテーリングクラブ 

14:59:00 篠原 岳夫  渋谷で走る会 

15:00:00 安井 真人  三河オリエンテーリングクラブ 

 

 

 

 

15:01:00 奥村 理也  ウルトラクラブ 

15:02:00 紺野 俊介  木酔会 

15:03:00 高橋 良英  東京農工大オリエンテーリングクラブ 

 

 

 

Ｗ２１     

13:00:00 森澤 寿里  奈良女オリエンテーリングクラブ 

13:02:00 葛城 敬子  麦チョコズ 

13:04:00 長田 江美  麦チョコズ 

13:06:00 金城 千晶  東京女子大オリエンテーリングクラブ 

13:08:00 兼田 史子  しましまフクの会 

13:10:00 高野 麻記子 ときわ走林会 

13:12:00 金子 恵美  上尾オリエンテーリングクラブ 

13:14:00 天野 理香  横浜オリエンテーリングクラブ 

13:16:00 塩田 美佐  みちの会 

13:18:00 皆川 美紀子 みちの会 

13:20:00 山口 季見子 ＥＳ関東クラブ 

13:22:00 花木 睦子  千葉大オリエンテーリングクラブ 

13:24:00 下村 佳奈  岩手大オリエンテーリングクラブ 

13:26:00 渡辺 円香  木酔会 

13:28:00 峯村 綾香  奈良女オリエンテーリングクラブ 

13:30:00 志村 直子  渋谷で走る会 

13:32:00 榎本 清美  

13:34:00 田島 利佳  みちの会 
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Ｍ２０ 

13:01:00 藤本 裕介  新潟大オリエンテーリングクラブ 

13:03:00 飯田 遼一  東北大オリエンテーリングクラブ 

13:05:00 津國 真敏  

13:07:00 栗城 吾央  岩手県立大オリエンテーリングクラブ 

13:09:00 大塚 紘史  梅レンジャー 

13:11:00 池 陽平   函館オリエンテーリングクラブ 

13:13:00 阿部 敬寿  岩手大学オリエンテーリングクラブ 

13:15:00 室田 知宏  京大オリエンテーリングクラブ 

13:17:00 大西 康平  ぞんびーず 

13:19:00 宇野 駿介  多摩オリエンテーリング 

13:21:00 後藤 俊介  千葉大オリエンテーリングクラブ 

13:23:00 海老 成直  中央大学オリエンテーリングクラブ 

13:25:00 丹羽 史尋  東大オリエンテーリングクラブ 

13:27:00 浅井 貴弘  盛岡の大学オリエンテーリングクラブ 

13:29:00 保前 保   千葉大オリエンテーリングクラブ 

13:31:00 佐々 木崇  新潟大オリエンテーリングクラブ 

13:33:00 椛澤 基史  千葉大オリエンテーリングクラブ 

13:35:00 丸藤 純   岩手大学オリエンテーリングクラブ 

 

 

 

Ｍ３５ 

13:37:00 齋藤 宏顕  ＥＳ関東クラブ 

13:39:00 杉山 隆司  サン・スーシ 

13:41:00 茅野 耕治  早大オリエンテーリングクラブ寿会 

13:43:00 宅間 隆二  千葉オリエンテーリングクラブ 

13:45:00 大林 俊彦  うるしの会 

13:47:00 清水 伸好  入間市オリエンテーリングクラブ 

13:49:00 荒井 正敏  多摩オリエンテーリング 

13:51:00 齋藤 英之  川越オリエンテーリングクラブ 

13:53:00 藤生 考志  

13:55:00 小泉 辰喜  東京オリエンテーリングクラブ 

13:57:00 広江 淳良  ＥＳ関東クラブ 

13:59:00 城森 博幸  ＯＬＰ兵庫 

14:01:00 阪本 博   朱雀オリエンテーリングクラブ 

14:03:00 齋藤 貴之  東京オリエンテーリングクラブ 

14:05:00 新 隆徳   入間市オリエンテーリングクラブ 

14:07:00 天野 仁   横浜オリエンテーリングクラブ 

14:09:00 岡本 隆之  ＯＬＰ兵庫 

14:11:00 井口 良範  

14:13:00 樋口 一志  朱雀オリエンテーリングクラブ 

14:15:00 町田 吉広  ８０ＪＣ 

14:17:00 青木 卓也  

14:19:00 宮川 達哉  

14:21:00 福田 雅秀  川越オリエンテーリングクラブ 

14:23:00 宇野 浩一  多摩オリエンテーリング 

14:25:00 小林 康浩  大阪オリエンテーリングクラブ 

 

 

 

Ｍ５０ 

13:36:00 柴田 喜一  つるまいオリエンテーリングクラブ 

13:38:00 小林 二郎  愛知オリエンテーリングクラブ 

13:40:00 佐藤 馨   大阪オリエンテーリングクラブ 

13:42:00 辻村 修   コンターズ 

13:44:00 石田 亘宏  愛知 

13:46:00 石井 龍男  千葉オリエンテーリングクラブ 

13:48:00 坪井 春樹  

13:50:00 大場 隆夫  サン・スーシ 

13:52:00 成瀬 行雄  富山オリエンテーリングクラブ 

13:54:00 清水 潔   横浜オリエンテーリングクラブ 

13:56:00 藤原 三郎  山梨骨骨クラブ 

13:58:00 諸田 幸一  東京電力（株） 

14:00:00 中安 正弘  春日部オリエンテーリングクラブ 

14:02:00 明石 五郎  

14:04:00 小嶋 裕   大阪オリエンテーリングクラブ 

14:06:00 大塚 校市  千葉オリエンテーリングクラブ 

14:08:00 佐藤 政明  

14:10:00 天明 英之  東京オリエンテーリングクラブ 

14:12:00 鈴木 榮一  千葉オリエンテーリングクラブ 

14:14:00 中山 勝   春日部オリエンテーリングクラブ 

14:16:00 羽石 清二  柏消防陸上部 

14:18:00 山本 博司  無所属 

14:20:00 清水 栄一  

14:22:00 酒井 克明  Ｔｅａｍ白樺 

14:24:00 鈴木 英一  横浜市栄区オリエンテーリングクラブ 
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Ｗ２０  

13:01:30 町田 由布子 新潟大オリエンテーリングクラブ 

13:04:30 角田 明子  岩手県立大オリエンテーリングクラブ 

13:07:30 鈴木 茜   スズキＯＬＦ 

13:10:30 宮川 早穂  

13:13:30 山下 幸恵  新潟大オリエンテーリングクラブ 

 

 

 

Ｗ３５     

13:02:30 齋藤 まどか 川越オリエンテーリングクラブ 

13:05:30 宮川 祐子  

13:08:30 杉本 真木  ＥＳ関東クラブ 

13:11:30 佐野 忍   トータス 

13:14:30 宇野 明子  多摩オリエンテーリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｗ５０ 

13:00:30 大場 節子  サン・スーシ 

13:03:30 酒井 か代子 Ｔｅａｍ白樺 

13:06:30 大塚 ふみ子  

13:09:30 植松 裕子  高崎オリエンテーリングクラブ 

13:12:30 石田 美代子 愛知オリエンテーリングクラブ 

13:15:30 久徳 富子  オール TBS オリエンテーリングクラブ 

13:16:30 山本 陽子  無所属 

 

 

 

ＭＮ 

13:17:30 榎本 洋 

13:19:30 木村 千春 

 

 

 

ＷＮ 

13:18:30 小中 としゑ 

13:20:30 鈴木 萌   スズキＯＬＦ 

 

 

 

 

 

※所属クラブの表記を一部変更させていただきました

千葉ポートパーク 

 

 

千葉ポートパークは、昭和６１年に５００万県民突破記念に建設された千葉ポートタワーと併せてオープ

ンしました。 

 当該地は「千葉港発祥の地」である千葉中央地区に、港の玄関としての景観を備え、各種の文化施設を

含んだ市民との交流の場である臨港公園を造成したものです。 

 公園は、昭和５２年から昭和６０年にかけて整備され、現在は各種イベントや市民の憩いの場として広

く活用されています。 

 

千葉港湾事務所ホームページ(http://www.pref.chiba.jp/kendo/chiba/chibakowan/index.html)より 
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第２７回早大ＯＣ大会 ２００５年２月１３日 

 

 

京葉大会の翌日は、千葉県成東町へ！ 

まだ申し込みされていない方も、オープン参加を是非

ご利用ください！！ 

皆様のお越しを運営者一同、心よりお待ちしていま

す！！！ 

ＯＣ大会ＨＰ http://www.geocities.jp/sodai_oc27/top.html 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

協賛ならびに協力いただいた「スエットショップジャパン」と「O-Entry」を紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 

・今回、協賛いただいた「スエットショップジャパン」はオリエンテーリング用品を扱っているショップです。

オンラインショップの http://www.sweatshop.jp/ を訪ねてみてください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

・「O-Entry」は大会にネット上で申し込むことができるサイトです。当大会も利用させていただきました。 

 http://oentry.at.infoseek.co.jp/index.html 
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