
関東パークＯツアー２０１４ ｉｎ 舎人
と ね り

公園
こ う え ん

 
第２６回都民スポレクふれあい大会 オリエンテーリング大会 

プログラム 
 

日時 ２０１４年(平成２６年)９月２７日（土） 

場所 都立舎人公園（東京都足立区） 

主催 東京都 （一社）東京都レクリエーション協会 

主管 東京都オリエンテーリング協会 

協力 舎人公園サービスセンター 
 

集合 都立舎人公園 キャンプ広場 

交通機関 日暮里・舎人ライナー「舎人公園駅」 

     下車徒歩７分（右図赤ルートで来て下さい） 

受付 １０：００～１２：００ 

 

大会役員 

実行委員長       笠原健司（ソニーＯＬＣ） 

運営責任者       新垣和信（練馬ＯＬＣ） 

競技責任者・コース設定 桜井剛（ＥＳ関東Ｃ） 

 

公式掲示板 

 炊飯棟前に公式掲示板を設置いたします。必ずご覧ください。 

 

更衣 

 キャンプ広場内に男女別更衣用テントを用意しますので、ご利用ください。貴重品以外の荷物は炊飯棟横の参加

者荷物置き場に置いてください。 

 

体験コース受付  １０：００～１２：００ 

体験コース参加者は、こちらにお越し下さい。申込書をお渡ししますので、必要事項を記入し提出して下さい。

体験コースは無料です。コンパスの貸し出しを希望される方は、申し出てください。万一、破損あるいは紛失され

た場合には実費（２０００円）を負担していただきます。返却もこちらへお願いします。初めてオリエンテーリン

グをする方には、簡単なオリエンテーリングの説明をいたします。体験コースの通過チェックにはシールを使用し

ます。ゴール後に記録証と参加賞を差し上げます。 

 

Ｌ・Ｓクラス受付  １０：００～１２：００ 

事前申込者は、チェックを受けて参加費をお支払いください。当日申込者には申込書をお渡ししますので、必要

事項を記入して提出し参加費をお支払いください。Ｅカードレンタルの方には、レンタルＥカードをお渡しします。

全てのクラスに参加可能ですが、地図が足りなくなった場合には希望のクラスに参加できない場合があります。 

 

参加費 Ｌクラス ６００円（事前）９００円（当日） Ｓクラス ３００円（事前・当日とも） 

 ※Ｅカードレンタル料 ３００円 

 



ウォーミングアップ 

 ウォーミングアップはキャンプ広場内で行ってください。 

 

スタート（Ｌ・Ｓクラス） １０：３０～１２：３０ 

スタート時刻は指定しません。キャンプ広場のスタート寄り（レイアウト図の[スタート]のところ）の机にスター

ト時刻指定表を用意します。希望するスタート時刻（10:30～12:30）を各自で決めて、自分の氏名とＥカード番号を

記入してください。バックアップラベル・コントロール位置説明も、この机に有りますので、各自で持っていって

ください。 

 スタートの前に、アクティベートユニットでＥカードの動作確認を行ってください。スタートタイマーで現在時

刻を確認し、スタート時刻になったら「リフトアップスタート」でスタートしてください。スタートと同時に地図

をお取りください。 

 

競技形式 

Ｌ・Ｓクラスはポイントオリエンテーリング スプリント競技。通過チェックにＥＭＩＴ社のＥカードを使用し

ます。コントロールは必ず指定された順番通りに回ってください。コントロールに到着したら、コントロール番号

を確認してＥカードをユニットにセットしてください。間違ったコントロールにセットした場合は、次に正しいコ

ントロールにセットし直してください。 

体験コースはポイントオリエンテーリング。通過チェックにシールを使用します。 

 

競技時間 

競技時間は１時間です。１時間を過ぎた場合は失格となりますので、速やかにフィニッシュを通過してください。 

 

地図 

 「舎人公園」（ＥＳ関東Ｃ作成 ＪＳＳＯＭ対応 等高線間隔２ｍ Ａ4 コース印刷済み ポリ

袋入り） 

 Ｌ・Ｓクラスは 縮尺 １／４０００、コントロール位置説明は IOF 記号を使用します。 

 体験コースは 縮尺 １／２５００、コントロール位置説明は日本語表示です。 

 

コース距離 

コース クラス コース距離 

１ Ｌ ３．４ｋｍ 

２ Ｓ ２．０ｋｍ 

３ 体験 １．０ｋｍ 

※Ｌクラスは、関東パークＯツアー２０１４のランキング対象クラスとなります。                    
 

服装・靴 

 金属スパイクの使用は禁止します。長袖・長ズボンを推奨します。 

 

競技上の注意 

 競技は公園内を使用いたします。一般の来園者との接触事故を起こさないように充分ご注意下さい。 

 バーベキューエリア・遊具周辺は立入禁止です。立入禁止・通行禁止の場所は地図上に示してあります。くれぐ

れも立ち入らないようにご注意ください。 

 給水所は設けませんが、公園内に複数の水飲み場があります。 

 



フィニッシュ 

 最終コントロールからフィニッシュまでのテープ誘導はありません。パンチングフィニッシュです。フィニッシ

ュエリアのユニットに、Ｅカードをセットした時間がフィニッシュ時刻となります。フィニッシュエリアは会場に

隣接しています。 

 フィニッシュ後、炊飯棟前の読み取り所でＥカードの読み取りを行い、飲み物を受け取ってください。レンタル

Ｅカードを回収します。地図回収はいたしません。出走前の選手に地図を見せたり情報を提供した場合には、双方

とも失格といたしますのでご注意ください。フィニッシュ後、別コースに出走することは可能ですが、２本目は参

考記録になります。 

 フィニッシュ閉鎖は１３：３０です。閉鎖時刻までには競技を終了し、フィニッシュを通過してください。また、

競技途中で棄権なさる場合も、必ずフィニッシュを通過してください。 

 

成績速報 

 成績速報は読み取り所近くで行います。 

 

表彰 

 Ｌ・Ｓクラスの各３位まで後日表彰状を郵送します。（当日申込者も対象とします） 

 体験コースは表彰の対象となりません。記録証を差し上げます。 

 

成績 

 成績は、一両日中にウェブ上で公開いたします。印刷した成績表が欲しい場合は一部３００円で受け付けます。 

 

地図販売 

 本大会の地図販売は行いませんが、「東京 フォト・オリエンテーリング シリーズ」各コースの地図を、１１時

頃からＬ・Ｓクラス受付で会場特価にて販売します。 

 

食事 

 ゆうひの広場にある売店で食事を販売していますが、競技エリア内ですので競技終了後にのみ利用可能です。 

 

大会中止の場合の広報 
東京都オリエンテーリング協会のホームページ（http://orientokyo.jimdo.com/）に掲載します。 

問合せ ・東京都オリエンテーリング協会 

     笠原健司 090-3534-0116  toa.sporec@gmail.com ※なるべくＥメールでお願いします。 

 

注意事項 
 ※スポーツ傷害保険 主催者でスポーツ傷害保険に加入しますが、保障内容が十分とはいえません 

ので、各自での対応を推奨します。 

 ※参加者が自分自身あるいは第三者に与えた事故・損害等について、主催者は一切責任を負いません。 

 ※自分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。 

 

「関東パークＯツアー２０１４」について 
今後のツアー日程 ９月２７日（土）東京都 都民スポレクふれあい大会／東京都ＯＬ協会（本大会） 

   １０月２６日（日） 埼玉県 智光山公園／埼玉県ＯＬ協会 

 ２０１５年  １月１１日（日） 茨城県 七つ洞公園／茨城県ＯＬ協会 

 １月２５日（日） 茨城県 （予定） 

 ２月１日（日） 千葉県 青葉の森公園（予定） 

対象クラス：Ｌクラスのみ 

http://orientokyo.jimdo.com/


エントリーリスト
氏名 ふりがな 所属クラブ 参加クラス EカードNo.

赤井秀和 あかいひでかず 静岡OLC L 412190
明石五郎 あかしごろう 春日部OLC L 198765
浅田貴裕 あさだたかひろ 体験
池田博 いけだひろし 方向音痴会 L R198933
池田玲子 いけだれいこ L R199517

井口良範 いのくちよしのり 高崎OLC L R200423
今泉正喜 いまいずみまさき ときわ走林会 L R200465
岩谷一輝 いわやかずき 体験
上原大征 うえはらたいせい 麻布学園ＯＬＫ　　 L 196104

大木孝 おおきたかし みちの会 L 157881
岡本真嗣 おかもとしんじ L 157857
岡本隆之 おかもとたかゆき OLP兵庫 L 189850
金子隼人 かねこはやと 麻布学園ＯＬＫ　　 S R200531

兼田史子 かねたふみこ 日本女子大ＯＢ L R200579
兼田僚太郎 かねたりょうたろう 早稲田大学ＯＢ L 140990
神石明子 かみいしあきこ L R200623
丸藤純 がんどうじゅん ときわ走林会 L 77016

久保君子 くぼきみこ 練馬OLC L 410412
久保木航 くぼきわたる 麻布学園ＯＬＫ　　 S R200687
源後知行 げんごともゆき みちの会 L 183122
古賀剛司 こがつよし 麻布学園ＯＬＫ　　 L 196119
小崎舜真 こざきしゅんま 麻布学園ＯＬＫ　　 L 200418

小崎靖典 こざきやすのり Forester L 204998
小林重信 こばやししげのぶ ときわ走林会 L R200690
小林二郎 こばやしじろう L 409787
齋藤英之 さいとうひでゆき 川越OLC L R200733

塩田拓輝 しおたひろき 麻布学園ＯＬＫ　　 L 196126
渋谷泰樹 しぶややすき L R200751
周ゼン しゅうぜん 体験
白戸伶 しらとりょう 麻布学園ＯＬＫ　　 L 196129

須藤かおる すどうかおる 入間市OLC L 401534
須藤友絵 すどうともえ 入間市OLC L 401580
須藤ひかる すどうひかる 入間市OLC S 83085
関野賢二 せきのけんじ YTC78 L R200752

髙村卓 たかむらたかし 上尾OLクラブ L 198768
髙村陽子 たかむらようこ 上尾OLクラブ S 400770
橘孝祐 たちばなこうすけ 横浜国立大学 L 196659
千坂美瑞希 ちさかみずき 麻布学園ＯＬＫ　　 S R200753

天明英之 てんみょうひでゆき 東京OLクラブ L 412182
長澤徳英 ながさわとくひで 麻布学園ＯＬＫ　　 L 195998
中安正弘 なかやすまさひろ 春日部OLC L 146723
中山勝 なかやままさる 春日部ＯＬＣ L 409792
成田美奈子 なりたみなこ 大島レディース L R200757

西名慧史 にしなけいし ときわ走林会 L 139816
根岸健仁 ねぎしけんと 麻布学園ＯＬＫ　　 L 196128
馬場啓 ばばひらく 麻布学園ＯＬＫ　　 L 195999
濱部大 はまべだい 東工大物理学科 L R150136

原野幸男 はらのゆきお 所沢ＯＬＣ L 171793
藤島英史 ふじしまひでふみ 東京OLクラブ L 76960
藤生考志 ふじゅうたかし 東京ＯＬクラブ L 413328
水嶋直子 みずしまなおこ 渋谷で走る会 L 63893

皆川美紀子 みながわみきこ みちの会 L 158572
森山松年 もりやままつとし 春日部ＯＬＣ L 146722
山口征矢 やまぐちゆくや 川口OLC L 198769
山崎大聖 やまざきたいせい 麻布学園ＯＬＫ　　 L 196118

弓削田槙一 ゆげたしんいち 早大OC L 170203
横山一石 よこやまかずいし 麻布学園ＯＬＫ　　 L 195997
吉川輝 よしかわひかる 東工大物理学科 L R150167
渡辺円香 わたなべ　まどか ES関東C L 161049  


