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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 要項（0327 版）  

 

 

 

【大会概略】 

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」 

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 

 

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） 

 

【交  通】 

 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 

 自家用車利用：  知多半島道路「大府東海インター」より東へ約１０分（無料駐車場あり） 

 

【受付時間】 

トレイルＯ ９：３０～１１：２０ 

       事前申込者はスタート時刻を事前に指定し、一週間前に公表します。 

       当日申込者はスタート時刻を受付で指定します。 

パークＯ  ９：３０～１３：３０ 

 

 

「パークＯ」のみの事前申込者はスタート時刻を指定し、一週間前に公表します。

トレイルＯとパークＯの両方に参加する方のスタート時刻は当日指定しますので、

トレイルＯに参加後、パークＯに出走してください。当日申込者も同じです。 

 

【競技開始及びフィニシュ閉鎖時刻】（予定） 

 トレイルＯ  １０：００～１２：３０  フィニッシュ閉鎖時刻 １４：３０ 

         競技時間 Ａクラス＝１００分 Ｂクラス＝６０分 
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 パークＯ   １０：３０～１５：００  フィニッシュ閉鎖時刻 １６：００ 

         競技制限時間 Ｌ・Ｓクラス共 ４０分 

 

【トレイルＯ】  

参加クラス： Ａクラス＝距離２ｋｍ以内  競技時間１００分 

       Ｂクラス＝距離１ｋｍ程度  競技時間 ６０分 

  Ａ・Ｂクラス共、パラリンピッククラスを設けます。 

当日申込はオープン扱いになり ＯＡ・ＯＢクラスとします。事前申込を推奨します。 

 

 

※参加費には JOA財政改革 

の会員支援金５００円を 

含みます。 

 

 

参加資格： 

Ａクラスの参加者は、申込時に「競技者登録」してあることが必要です。 

Ｂクラスは特別な制限は設けません。 

※障がい者の方でエスコート（介助者）が必要な方は、事前に連絡をお願いします。 

ＯＡ・ＯＢクラスの競技者登録は不要です。但し表彰対象外になります。 

 

競技規則： 

（公社）日本オリエンテーリング協会が定める「日本トレイル・オリエンテーリング競技規則」に準拠。 

競技形式： 

トレイル・オリエンテーリング（PreＯ）の個人競技。 

 

テレインプロフィール： 

  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。 

 

   

        

使用地図： 「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

縮尺 １：４,０００ 等高線間隔 ２.５m 透視可能度 ３段階 JSSOM2007準拠

コントロール位置説明：ＩＯＦ記号  

 

表 彰： 

Ａ・Ｂクラス共、上位３位までを表彰します。 

Ａ・Ｂ パラリンピッククラスについても上位３位まで表彰します。 

Ａクラスの上位者には、第１３回全日本トレイル・オリエンテーリング大会のＥクラスヘの出場権

が与えられます。詳しくは後日、ＪＯＡの「ＨＰ」をご参照ください。 

 

 

【パークＯ】 

参加クラス：Ｌクラス＝優勝設定時間２０分 競技制限時間４０分 

      Ｓクラス＝優勝設定時間２０分 競技制限時間４０分 

参加資格： 特にありません。 

参加費： クラス ２３歳以上 ２２～１９歳 １８歳以下 

  Ａ ２，７００円 ２，０００円 １，５００円 

  Ｂ ２，７００円 ２，０００円 １，５００円 

 当日申込ＯＡ ２，７００円 ２，０００円 １，５００円 

 ＯＢ ２，７００円 ２，０００円 １，５００円 
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※当日申込はプラス５００円になります。但し用意した地図がなくなると希望クラスに参加でき 

ない場合もあります。事前申込を推奨します。 

 

競技規則： 日本オリエンテーリング競技規則に準拠 

競技形式： 個人ポイントオリエンテーリング（グループで参加希望の方は受付で申し出てください。） 

 

使用地図： 「あいち健康の森」ＯＬＣルーパー作成、 

縮尺 １：５，０００  等高線間隔 ２．５ｍ  走行可能度 ３段階  JSSOM2007 準拠 

コントロール位置説明：ＩＯＦ記号 

 

表 彰： 表彰は行ないません。 

  

【全般の留意すべき事項】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・「要項」に記載されている事項は、予告なく変更される場合もあります。変更事項については「プ

ログラム」または、大会当日の公式掲示版をご覧ください。

・「プログラム」は大会一週間前までに、愛知県オリエンテーリング協会ＨＰで公開します。

・荒天などやむを得ない事情で大会を中止する場合、大会当日の午前 7 時までにＨＰで告知します。

※「荒天」とは愛知県知多地方に「暴風などの警報」が出された場合を考えています。

・「申込書」に記載された個人情報は、本大会の運営に必要な場合以外には使用いたしません。

・モデルコースは設けません。

・本大会へ参加される方は、大会終了まで「あいち健康の森公園」へのオリエンテーリング目的での

立ち入りを禁止します。違反した場合、失格となります。

・テレイン内（会場を含む）は火気使用厳禁です。喫煙も指定場所以外は禁止します。

・「あいち健康の森公園」内は一般の方もスポーツや文化活動などに使用しています。十分留意して

行動してください。

・服装に関しては特に制限をしませんが、トレイルＯ競技に持ち込める用具の制限があります。詳細

は「プログラム」をご覧ください。

・必要な方へコンパスを貸出します。破損、紛失の場合は実費をいただきますのでご了承願います。

・自分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。また、立入禁止場所に入ったり、樹木を傷つけたり

しないでください。

・参加者が自分自身、あるいは第三者へ与えた損傷、損害、損失については、主催者・主管者はその

責任を負いません。

・傷害保険は主催者が加入予定でいますが、補償額に限度があります。参加者も傷害保険に加入して

ください。各自健康保険証の持参をお願いします。

 

 

【参加申込み方法】 

ア・Ｅメール利用による申し込み（できるだけＥメールをご利用下さい） 

件名を「健森大会申込」とし、下記項目を記入の上 n-taka@mtj.biglobe.ne.jp 宛てに送信し、参加

費を下記口座に振込んでください。「申込」が確認出来ましたら数日中にその旨「返信」します。 

①氏名（ふりがな）、②性別、③生年月日（西暦）、④年齢（2018年３月３１日現在）、⑤参加料振 

込予定日、⑥所属クラブ（８字以内）、⑦トレイルＯ参加クラス、⑧パークＯ参加クラス、 

⑨「Ａクラス」申込者は競技者登録番号、⑩Ｅカードレンタル希望の有・無（Ｅカード番号）、 

⑪住所（郵便番号）、⑫連絡先電話番号、⑬Ｅメールアドレス、⑭障がい者の方でエスコート（介 

助者）必要の有、無。⇒パラリンピッククラス参加の方は必ずお書きください。 

参加費： クラス ２３歳以上 ２２～１９歳 １８歳以下 Ｅカードレンタル代 

  Ｌ １，３００円 １，０００円 ５００円  

３００円   Ｓ １，３００円 １，０００円 ５００円 
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イ・郵送による申し込み 

 

    

下記申込書に必要事項を記入し、下記住所宛て郵送し、参加費は下記口座に振込んでくださ

い。郵送先 〒４８９－０８８６ 瀬戸市萩山台２－１１３ 野口 孝之 

 

【参加費振込口座】 

振込手数料は参加者負担でお願いします。振込の締め切りも７月３日（月）です。 

※払込まれた参加費等は「荒天等による大会中止」の場合でもお返しできません。ご承知ください。 

ゆうちょ総合口座 

記号 １２０００ 番号 ０５６４０９２１ 口座名義 土屋晴彦 

他行からゆうちょ銀行への振込 

店名 二〇八 店番 ２０８ 普通０５６４０９２ 口座名義 土屋晴彦 

 

【参加申込締め切り】：７月３日（月）消印有効 メールは２日深夜１２時まで 

 

【問合せ先】 h-tsuchiya@athena.ocn.ne.jp 土屋晴彦 ０９０－３５６８－９９４０ 

※「申込先」と「問合せ先」は異なりますので「連絡」される場合はご確認ください。 

※「申込書」に記載された個人情報は、本大会の運営に必要な場合以外には使用いたしません。 

 

 

ＪＯＡ公認 健康の森トレイルＯ大会＆併設パーク○大会 

参加申込書 

受付№ 

①氏名（ふりがな） ②性 別 男 ・ 女 

③生年月日 

（西暦） 
   年  月  日 

⑤参加料振込予定日 月   日 

⑥所属クラブ（８字以内）         ④年 齢 
        歳 

（2018年３月３１日現在） 

⑪住 所 〒 

 

⑫連絡先電話番号  

⑬Ｅメールアドレス  

参加クラス  

（希望クラスに〇を）  

⑦トレイルＯ ⑧パークＯ 

（ Ａ ・ Ｂ ） （ Ｌ ・ Ｓ ） 

⑨競技者登録番号  

⑩Ｅカードレンタル希望 有 ・ 無 （Ｅカード番号 ＝         ） 

⑭ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸクラス参加の

方のエスコートの必要 
有 ・ 無 希望事項 




