
 

 

関東パークＯツアー２０１５ ｉｎ 光が丘 
第２７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 ２０１５年（平成２７年）１０月１８日（日） 

場所 都立光が丘公園（東京都練馬区） 

主催 東京都 （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 東京都光が丘公園サービスセンター 

光が丘地区住民組織連合協議会 
 

集合 都立光が丘公園 芝生広場 野球場寄り休憩所（サクラ） 

交通機関 

 都営地下鉄大江戸線「光が丘駅」下車徒歩１０分 

 東京メトロ副都心線・有楽町線「地下鉄成増駅」下車徒歩１７分 

 東武東上線「成増駅」下車徒歩１７分 

西武バス 光が丘駅･練馬高野台駅･南田中車庫行き 

「光が丘公園北」下車徒歩５分 

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    青木俊之（練馬ＯＬＣ） 

コース設定 

    ポイント形式 青木俊之（練馬ＯＬＣ） 

    フォト・スコア形式 笠原健司（ソニーＯＬＣ） 

 

今回は、「ポイント形式」（指定されたコントロールを順

番に回り、所要時間を競う）と、「フォト・スコア形式」（指

定時間内により多くのコントロールを回って写真を撮り、点数

を競う）の２種類の競技を行います。希望されるどちらかの競

技あるいは両方に参加いただけますが、両方参加される方は、

先にポイント形式に参加してください。 

 

公式掲示板 

 受付横（右図参照）に公式掲示板を設置いたします。必ずご覧くださ

い。 

 

更衣 

 ゲートボール場南側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休憩所南部

（右図参照）の参加者荷物置き場に置いてください。 

 
 



 

 

体験コース受付  １０：３０～１２：３０ 

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・フォト・スコア形式受付  １０：３０～１２：３０ 

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。

当日申込はＬ・Ｓ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 ７００円（事前）、１０００円（当日） Ｓクラス ３００円（事前・当日とも） 

 体験コースは無料   ※Ｅカードレンタル料 ３００円 

 フォト・スコア形式 ７００円（事前）※フォト・スコア形式の当日受付はありません。 

 ※Ｌクラス＋フォト・スコア形式の同時事前申し込みは１２００円 
 

【ポイント形式】 
 

スタート（Ｌ・Ｓクラス） １０：４０～１２：４０ 

スタート時刻は指定しません。ゲートボール場南東角（レイアウト図参照）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（10:40～12:40）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、コントロール識別

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７５分間です。７５分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 

  「光が丘公園」（2011 年練馬 OLC 作成、2015 年一部修正） ＪＳＳＯＭ準拠 等高線間隔 ２ｍ 

   プリンタ出力 コース印刷済み A4 チャック付きポリ袋入り。 



 

 

   本大会で使用する特殊記号は、地図上に表記します。 

   Ｌ・Ｓクラスは 縮尺 １／５０００、コントロール位置説明は IOF 記号を使用します。 

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

 

テレイン 

  都市型の公園ですが、林が広がっています。コースも林の中を直進する課題を多く設定されます。また場所によ

っては、地図を正確に読む必要があります。テレインの高低差はほとんどなく、林の中を走り抜くスピードと少し

のミスがタイム差に影響されるでしょう。 

 

コース距離 

コース クラス コース距離 優勝設定時間 

１ Ｌ ３．９ｋｍ １９分  

２ Ｓ ２．１ｋｍ １２分 

３ 体験 ０．９ｋｍ  

※Ｌクラスは、関東パークＯツアー２０１５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。 

 

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。 

 陸上競技場・バーベキューエリア・遊具周辺は立入禁止です。地図ではパープルの縦縞（立入禁止区域）で表示

されています。その他の地図上に示してある立入禁止・通行禁止の場所も含めて、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８０m、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、会場の読み取り所（レイアウト図参照）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、ポイント形式の別コースに出走す

ることは可能ですが、２本目は参考記録扱いになります。フォト・スコア形式は正式扱いになります。 

 フィニッシュ閉鎖は１３：５５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。 

 

 

 



 

 

【フォト・スコア形式】 
 

スタート １１：００～１３：００ 

スタート時刻の指定は致しません。休憩所北側（レイアウト図参照）のフォト・スコア形式コーナーで、係員から

チェックを受けて、地図とチェックポイント一覧を受け取ってください。希望するスタート時刻（11:00～13:00）に、

フォト・スコア形式コーナーの前に置いてある時計を撮影して、スタートしてください。 

 

競技形式 

 スコア競技です。通過チェックは写真撮影で行います。地図と一緒にお渡しするチェックポイント一覧に従って、

写真を撮ってきてください。ゴール後の写真確認は行いません。 

 

競技時間 

 競技時間は１時間です。１時間を過ぎた場合は１分（切り上げ）につき３０点のマイナスです。３０分以上超過

すると失格となりますので、ご注意ください。 

 

地図 

  「光が丘の四季」（2015 年練馬ＯＬＣ作成）ＪＳＳＯＭ対応 Ａ３ 縮尺 １／５,０００ 

 等高線間隔２ｍ チェックポイント印刷済み ポリ袋入り。 

 

チェックポイント 

 チェックポイント数３０箇所、チェックポイント番号が得点になります。 

 

服装・靴 

 金属スパイクの使用は禁止します。 

 

特別ルールと競技上の注意 

 地図の〇がチェックポイントで写真撮影する人の位置です。撮影する物の位置ではありません。 

 チェックポイント一覧に見本写真と説明や注意事項が載っていますので、同じように撮影してください。 

 チェックポイント番号が、得点になります。どこを回るかは自由です。 

 ６０分間で、できるだけ多くのチェックポイントで写真を撮って、得点を稼いでください。時間を超過すると切

り上げで１分ごとに３０点マイナスです。 

 特別ルールとして、主要な車道（横断歩道を含む）を立入禁止 にします。地図上では立入禁止の車道をパープル

の縦縞（立入禁止区域）で表示しています。車道で区切られた隣接エリアへの移動は歩道橋を利用してください。 

 光が丘駅と光が丘公園を結ぶ「ふれあいの径」の IMA ショッピングセンター前のエリアは、人通りが多いので、

立入禁止にします。地図ではパープルの縦縞（立入禁止区域）で表示されています。この他地域禁止区域の迂回ル

ートを東側と西側にそれぞれ指定ルート（マークドルート）として設定します。地図上では青色の破線で表示され

ていますので、必ず指定ルートを通ってください。 

 公園内の陸上競技場・バーベキューエリア・遊具周辺は立入禁止です。地図ではパープルの縦縞（立入禁止区域）

で表示されています。 

 特別ルールにより、自動車と接触する機会は少ないですが、団地内の駐車場から車道への通路と歩道の交差する

部分などでは、自動車に充分注意してください。 

 競技中は一般の通行者や自転車と接触事故を起こさないように充分ご注意下さい。また、団地内では居住者の生



 

 

活通路を通る可能性がありますので、騒いだりしないよう心がけてください。 

 

テレイン 

 都立光が丘公園とその南側に隣接する光が丘団地が競技エリアになります。光が丘団地内にも多数の公園があり、

団地の各ブロックは歩道橋で結ばれていて、車道を一切通らずに行き来が可能です。今回は特別ルールとして、主

要な車道（横断歩道を含む）を立入禁止にしますので、歩道橋をどう使うかがスコアに影響されるでしょう。 

 

フィニッシュ 

 フォト・スコア形式コーナーの前に置いてある時計を撮影してください。係員が結果提出用紙と飲み物をお渡し

します。結果提出用紙に氏名・スタート時刻・ゴール時刻・回ったチェックポイント・感想を記入して、提出して

ください。得点を計算する必要はありません。 

 フィニッシュ閉鎖は１４：３０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 

 成績速報は行いません。 

 

【共通】 
 

表彰 

 ポイント形式のＬ／Ｓクラス（当日申込者も対象とします）・フォト・スコア形式の各３位までに後日表彰状を

郵送します。 

 体験クラ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。 

 

食事 

 けやき広場北東にある売店（パークス光が丘）で、焼きたてパン（パークス内で焼いてます！）、おにぎり、カ

レーライス、焼きそばなどを販売しています。 

 

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 
 

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。 

 

http://orientokyo.jimdo.com/


 

 

「関東パークＯツアー２０１５」について 
今後の日程  １０月１８日（日）都民スポレクふれあい大会／東京都ＯＬ協会（本大会） 

１１月１４日（土）本郷キャンパス練習会／東大ＯＬＫ 

１１月１５日（日）東工大スプリント／東工大ＯＬＴ 

１２月１３日（日）岩槻城址公園／春日部ＯＬＣ 

１２月２７日（日）上尾ＯＬＣ大会 in おけがわ／上尾ＯＬＣ 

１月１０日（日）七ツ洞公園／水戸市ＯＬ協会 

１月２３日（土）ときわパークＯ Ｄａｙ 万博記念公園／ときわ走林会 

その他、他都県クラブ開催を予定 

対象クラス：Ｌクラスのみ 

詳細については、埼玉県オリエンテーリング協会の WEB にてご案内いたします。 

http://www.orienteering.com/~saitama/Kanto_ParkO/ 



エントリーリスト
氏名 ふりがな 所属クラブ 体験コース Lクラス Sクラス フォト・スコア EカードNo.

青島光太郎 あおしまこうたろう 武蔵野ＥＡＳＴ L レンタル
青島秀武 あおしまひでたけ 武蔵野市 L レンタル
赤井秀和 あかいひでかず 静岡OLC L 210071
明石五郎 あかしごろう 春日部OLC L 198765
朝日麻衣 あさひまい 帝京大学 体験 S レンタル
アシュウェル　ティム あしゅうぇる　てぃむ L レンタル
阿部昌隆 あべまさたか 東京ＯＬクラブ L フォト 76959
池ヶ谷悦朗 いけがやえつろう 早大ＯＣ寿会 L 221750
一之宮正臣 いちのみやまさおみ 体験 フォト
井上尚子 いのうえひさこ 中央工学校 体験 S レンタル
今泉正喜 いまいずみまさき ときわ走林会 L フォト レンタル
岩井愛美 いわいまなみ 中央工学校 体験 S レンタル
榎智弘 えのきともひろ 一橋OLK L 196704

 榎本由佳里 えのもとゆかり 東農大三高OL部 L 199509
海老沢正 えびさわただし 入間市OLC L 479632
岡本真嗣 おかもとしんじ L レンタル
金井桂一 かないけいいち 方向音痴会 L レンタル
金子秀明 かねこひであき 体験 S レンタル
金子将歩 かねこまさと 東農大三高OL部 L 199380
辛島優太 からしまゆうた 東農大三高OL部 L 199508
菊地駿仁 きくちしゅんじ 中央工学校 体験 S レンタル
栗城未来 くりきみき 体験 S レンタル
桑原貴幸 くわはらたかゆき L レンタル
小池英希 こいけひでき 丘の上 L 157856
小泉辰喜 こいずみたつよし 東京ＯＬクラブ L フォト 196185
国分幸二 こくぶこうじ Club阿闍梨 L フォト レンタル
小寺実 こでらみのる 丘の上 L レンタル
小林重信 こばやししげのぶ ときわ走林会 L レンタル
島津すお美 しまづすおみ L フォト レンタル
真保陽一 しんぼよういち L 150109
鈴木紀夫 すずきのりお L フォト レンタル
関野賢二 せきのけんじ YTC78 L レンタル
平雅夫 たいらまさお 多摩ＯＬ L フォト 157867
竹林 たけばやし S レンタル
寺尾孝 てらおたかし 横浜OLクラブ L 410407
寺尾美智子 てらおみちこ 横浜OLクラブ L 410408
土井洋平 どいようへい 群馬県太田市 L フォト レンタル
道垣内亮 どうがうちりょう 帝京大学 体験 S レンタル
豊島利男 とよしまとしお 早大OC寿会 L フォト レンタル
直修司 なおしゅうじ L フォト レンタル
成田美奈子 なりたみなこ　 入間市OLC L 220305
西堀幸太 にしほりこうた S レンタル
竹内健人 たけうちけんと S
小畑一高 こはたかずたか S
平山達也 ひらやまたつや S
橋口将太 はしぐちしょうた 東農大三高OL部 L 199506
原野幸男 はらのゆきお 所沢ＯＬＣ L フォト 171793
藤島英史 ふじしまひでふみ 東京OLクラブ L フォト 76960
藤村陸 ふじむらりく トータス L フォト レンタル
前中脩人 まえなかしゅうと 東大OLK L 208295
松尾繁樹 まつおしげき L レンタル
松元恭子 まつもときょうこ Club阿闍梨 L レンタル
三田一英 みたかずひで Club阿闍梨 L フォト レンタル
峯尾良久 みねおよしひさ L レンタル
宮路奈央子 みやじなおこ S レンタル
宮本真衣 みやもとまい 日本体育大学 体験 S レンタル
森川 正己 もりかわまさみ 京葉OLクラブ L フォト 172471
森鴻之介 もりこうのすけ 東農大三高OL部 L 199260
森田次彦 もりたつぎひこ Club阿闍梨 L レンタル

  矢島巧 やじまたくみ 東農大三高OL部 L 199284
山川大貴 やまかわたいき 東農大三高OL部 L 199507
山本真司 やまもとしんじ ES関東C L レンタル
山本桃子 やまもとももこ ES関東C S レンタル
和田美千代 わだみちよ サンスーシ L レンタル
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