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☆パークＯツアーin 関西 2007 最終戦  

大阪大会 JOA 公認（カテゴリＳ） 

 

☆トレイル・オリエンテーリング     

    大阪大会 

共通プログラム 

 

両大会の会場が共通となっております。駅から

の道順及び駐車場についてはＰ３～５をご参照

ください 

 

  目次 Ｐ ２～Ｐ１３ パークＯツアーin 関西 2007 最終戦 

大阪大会 プログラム 

            （スタートリストはＰ１１～Ｐ１３） 

     Ｐ１４～Ｐ２０ トレイル・オリエンテーリング 

             大阪大会プログラム 

            （スタートリストはＰ１８～Ｐ２０） 
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JOA 公認（カテゴリＳ） 

パークＯツアーin 関西 2007 最終戦 大阪大会 

プログラム 

 

 

 

 

 

2008 年 3 月 29 日（土） 

服部緑地公園 （大阪府豊中市） 

 

主催   大阪府オリエンテーリング協会 

協賛  （株）ニチレク 

実行委員長：松本 康浩 （大阪 OLC） 

競技責任者、コース設定者：日浅 巧 （大阪大学 OLC） 

大会コントローラ：芝 聖子 （兵庫県オリエンテーリング協会） 

問合せ：松本 康浩 tel 090-6060-9723 

       e-mail(強く推奨)：ykoba@tim.hi-ho.ne.jp  

 

※今大会ではスパイクシューズの使用を禁止します。 
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ご挨拶（実行委員長 松本康浩） 
 

パーク O ツアーin 関西 大阪大会へお申し込みいただきありがとうございまし
た。服部緑地は古くから O-Map が作成され、関西ではおなじみのテレインです。
私も 20年近く昔の学生の頃から新入生歓迎イベントや練習会などによく使わせて
いただきました。このようになじみ深い場所に全国から 250名を超える大勢の方々
を迎えることができて嬉しく思います。今回はスプリント競技ということでウィ

ニングタイムはかなり短めとなっています。人によっては「もう終わり？」なん

てことになるかもしれませんが、短いからこそ出せるスピードと短いからこそミ

スができない緊張感を楽しんでいただければ幸いです。なお、翌日に全日本大会

がひかえておりますので、ケガ等には十分注意して下さい。スタッフ一同お待ち

しています。 
 
 
 
 
 
 
１.交通案内 
 
（１）新幹線、大阪市内より 

南海線、近鉄線、なんば駅 
京阪線 淀屋橋駅 
阪急線、阪神線、梅田駅、ＪＲ 大阪駅 
ＪＲ、新幹線 新大阪駅 
の各駅より大阪市営地下鉄御堂筋線（北大阪急行線直通）で「緑地公園駅」下車。 
（土休日昼間は７～８分間隔で運行されています。緑地公園駅までの主要駅から

の所要時間は、新大阪から約７分、梅田から約 13 分、なんばから約 22 分。） 
 
（２）伊丹空港より 

 大阪モノレールを利用し「千里中央駅」にて、北大阪急行線に乗り換え「緑地

公園駅」下車。 (モノレールは約 10分間隔で運行。乗り換え含む所要時間約 25
～30分) 
 また、「蛍池駅」にて阪急宝塚線に乗換え「曽根駅」下車、曽根駅から公園西入

口経由で徒歩（25分）により来場も可能です。 
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 詳しい時刻、運賃等は各社ＨＰを参照願います。 

 
大阪市交通局 http://www.kotsu.city.osaka.jp/ 

 北大阪急行  http://www.kita-kyu.co.jp/ 
大阪モノレール http://www.osaka-monorail.co.jp/ 
 スルッと KANSAI 公式ＨＰ http://www.surutto.com/index.cgi 
 
 
（３）自動車でお越しの方 

・ 服部緑地公園の第一駐車場、第三駐車場（ともに有料）をご利用下さい。その他

の駐車場は利用しないで下さい。また、路上駐車は絶対におやめ下さい。 
駐車料金：最初の 1時間 400円、以後 1時間 100円  24時間営業 
 
当日、駐車場は混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関のご利用を

お願いします。駐車場より会場までテープ誘導はありません。Ｐ５の地図を参

照して来場下さい。 
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２.会場について 
（1）会場 服部緑地公園 集いの原っぱ（陸上競技場南側の広場） 
 

・北大阪急行 緑地公園駅より徒歩約２０分 

緑地公園駅より紫色テープ誘導に従って来場下さい。 
・第一駐車場、第三駐車場より会場までは下図を参照して来場下さい。 
第三駐車場からは南西のうづわ池畔より駅からのテープ誘導に沿って下さい。 

 

 
・また、阪急宝塚線曽根駅よりも徒歩で来場できます。テープ誘導等は特に設け

ませんので各自地図等を参照して公園西入口より来場下さい。徒歩約２５分です。 
     

 
（2）会場に関する注意 

・会場は、青空会場となります。 
・主催者側で会場内に女子更衣用のテントを用意します。 
・大会会場付近は多数の一般来園者がおられますので、公園利用のマナーを守っ

ていただきますようお願いいたします。 
・貴重品は各自で厳重に管理していただくようにお願いします。盗難等にはくれ

ぐれもご注意ください。万が一の場合でも主催者は責任を負えません。 
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３.競技について  
 
（1）全般的な注意 

・公園内での大会ですので、スパイクの使用は禁止します。 
・当日は公園内で植木市の開催が予定されており、また花見客をはじめ、小さな

子どもを含めた多数の来場者で大変な混雑が予想されます。参加者は、他人にけ

が等をさせないよう、細心の注意を払って競技してください。 
  

 
（２）テレインプロフィール 
 

服部緑地はよく手入れされた都市型の公園で、舗装された箇所も多い。ほぼフラ

ットな地形であるがわずかにアップがある箇所もある。一部の斜面では低い柵状

の土止めが設けられており、足元には注意が必要となる。なお、この土止めは地

図に表記されていない。植生はおおむね良好で林のほとんどが走行可能であるが、

場所によっては落ち葉で滑りやすい箇所がる。大小様々な植え込みがあり、ごく

小さいものは地図に表記されていない。 
 
 
（３）地図  

「服部緑地 Ver.5.1」 2006年  大阪 OLC作成  2008年 修正 
縮尺 1：5000 等高線間隔 2m 走行可能度 4段階  
日本スプリントオリエンテーリング地図図式規程（JSSOM）準拠 
プリンタ出力 コース印刷済み ポリ袋封入済 

 
・旧地図を 10:30まで公式掲示板に掲示します。 
・特殊記号として以下の記号を使用しています。 

・緑の×：目立つ切り株 

・青の○：水飲み場 

・黒の×（人工特徴物）はモニュメント・石碑等を表します。 

ベンチ・街灯・ゴミ箱等は地図上に表記していません。 

 

・コントロール位置説明は JOA のコントロール位置説明作成規程に従って表記し

ています。  
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・コントロール位置説明（ディスクリプション）の特殊記号として以下のものを

用いることがあります。 

・×：上記の人工特徴物を表します。 
 
・N/Ｇクラスの位置説明には、日本語表記を併記します。 

 
（４）競技上の注意事項 

・ 公園内には手すりが設置されている箇所があります（写真参照）。 
これらの手すりについては地図中に表記されていませんので、ご注意下さい。 
 

  
 
・大会当日、公園内では植木市が開催されています。植木市会場付近は立入禁止と

します。（地図中に表記あり） 
・また、テレイン内には青黄色テープで明示された立ち入り禁止箇所があります。

（地図中に表記あり） 
 
（５）コース距離 
  
クラス        距離          優勝予想タイム 
MA (性別・年齢無制限)     3.0 kｍ   14 分 

WA (女子・年齢無制限)     2.6 kｍ   15 分 

MS（男子 35歳以上)     2.6 kｍ   14 分 

W40 (女子 40歳以上)     2.2 kｍ   19 分 

MV  (男子 50歳以上)     2.2 kｍ   16 分 

N/G (初心者/グループ)   1.8 kｍ   15 分 

 
（予告なく変更する可能性があります。変更がある場合には当日、公式掲示板に 
掲示いたします。） 
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４.競技の流れ 
 
（1）受付 9:30～12:30 

・事前申込者の方につきましては受付を通る必要はありません。受付付近で配布

する E カード（レンタルの方のみ）とバックアップラベルが入った封筒を各自で
お取り下さい。 
・当日参加者の方は申込書に記入し、参加費・E カードレンタル料を納めてくだ
さい（参加費（Eカードレンタル料込）1,800円（高校生以下 900円）、N/Gクラ
ス（Eカードレンタル料込）1人あたり 600円。 
・当日参加者はマイ Eカードの使用はできません。 
・トレイルＯにも参加される当日参加者はパークＯに先に参加してください。 
・コンパス貸し出しを希望される方は受付まで申し出て下さい（保証金 3,000 円
をお預かりし、コンパス返却時に保証金全額をお返しします）。 
・コントロール位置説明（ディスクリプション）は会場にて配布します。 

 
（2）公式掲示板 

競技に関する重要事項・連絡事項を掲示します。必ず確認してから、競技に参加

してください。 
 
（3）初心者説明 
 初めて競技される方や競技に関する説明を希望される方には、初心者説明を行い

ます。希望される方は受付までお越し下さい。 
 
（4）スタート 10：30～13：00    
 ・ スタート地区は会場広場内にあります。 

・Ｅカードのない人は出走できません。スタートでの再発行はしません。 
 ・スタート地区の時計（現在時刻を表示）を見て、 
 3分前：自分のクラスのスタート枠に入ってください。 
 2分前：枠をひとつ進んでください。 
 1分前：枠をもうひとつ進んで、係員によるＥカードのチェックを受けてください。 
  地図を確認してください。 
 10秒前：Ｅカードをスタートユニットにはめ込んでください。 

スタート合図とともに、Ｅカードをユニットから外し、地図を取りスタートして

ください。スタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。 
・指定された時刻に遅刻された場合は、遅刻者枠に入り係員の指示に従ってスタ

ートしてください。 
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・スタートされた競技者は必ずフィニッシュを通過してください。あるいは何ら

かの方法で本部にＥカードを提出してください。提出がない場合は行方不明者と

して捜索されます。 
・ 競技時間は 60 分です。 

 
（5）コントロールの通過について 

・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カードをコントロールの Eカードユニットにはめ込
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カードならびにバックアップラベルへの加工は禁止します。 

 
（6）フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュまでテープ誘導は設けません。 
・パンチングフィニッシュです。フィニッシュユニットに Eカードをはめ込んで
ください。その時点で計時が終了します。 
・フィニッシュ後は係員の指示に従って移動してください。 
・計算センターでは指示に従い、Ｅカードを読み取りユニットにはめ込んでくだ

さい。Ｅカードのデータを読み取り、コントロール通過をチェックします。 
・計算センターではコントロール不通過に関するクレームのみ受け付けます。 
・レンタルのＥカードは計算センターで回収します（E カードを紛失された場合
は 3000円頂きます）。 
・コンパスを借りられた方は、ゴール後コンパスを受付にご返却ください。 
・地図は回収しませんが、出走前の人に見せることは禁止します。 
・フィニッシュ閉鎖は 14：00 です。 それまでに必ず帰還してください。 

 
（7）成績速報など 

  ・成績速報は会場内に掲示します 
・競技と成績に関する調査依頼はフィニッシュ後、本部で受け付けます。フィニ

ッシュでは一切受付いたしません。 
  ・各クラス上位３名を表彰いたします。 

・また、正式な成績は後日ホームページに掲載します。 
・成績表郵送申し込みをご希望される方は当日受付でお申込ください（1 部 300
円）。 
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５.その他諸注意 

 
・出したごみは各自で必ずお持ち帰りください 
・参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた事故・損傷・損害については、主催

者は一切責任を負いません。 
・主催者側で傷害保険に加入しますが、補償額には限度があります。 
・本大会は少人数で運営を行っています。円滑な運営のため、参加者の皆様もご

協力くださるようお願いいたします。 
 
 
 
 

※パーク Oツアーin関西 年間ポイントについて 
・パーク関西のポイント付与方法 

MA：1位 15pt、2位 14pt、・・・・15位 1pt 
WA、MS、W40、MV：1位 10pt、2位 9pt、・・・・・・10位 1pt と
し、3レース（2レースでも可、１レースのみは対象外）のポイントの合
計で順位を決める。ただし、クラスは同一クラスのポイントのみを対象

とする。 
当日参加者もポイント（選手権）対象とする。 
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スタートリスト 
＜ＭＡ＞ 

時刻 名  前 
年

齢 
所  属 

10:31 湯田 俊輔 20 東北大ＯＬＣ 

10:32 荒井 正敏 51 多摩 OL 

10:33 谷村 正樹 36 杉風会 

10:34 長瀬 裕樹 23 杏友会 

10:35 中村 匠吾 19 岩手大学OLC 

10:36 熊谷 智之 28 航走の会 

10:37 國本 英樹 14 麻布学園OLK 

10:38 水嶋 孝久 31 入間市 OLC 

10:39 松澤 俊行 35 三河 OLC 

10:40 藤生 考志 38 東京 OL クラブ 

10:41 八重樫 集 20 東北大 OLC 

10:42 山田 晋太朗 16 東海高ワンゲル部 

10:43 木村 洋介 25 大阪 OLC 

10:44 高橋 芳雄 46 広島県広島市 

10:45 佐藤 悠太 19 東北大 OLC 

10:46 足立 辰彦 44 OLC ルーパー 

10:47 大久保 裕介 33 ES 関東 C 

10:48 橋本 知明 14 東海中ワンゲル部 

10:49 早野 哲朗 48 京葉 OL クラブ 

10:50 VACANT   

10:51 菅原 大樹 22 神奈川県平塚市 

10:52 石井 龍男 56 千葉 OLK 

10:53 千藤 昭彦 47 つばさ会 

10:54 日下 雅広 21 東北大ＯＬＣ 

10:55 箱山 昂汰 14 東海中ワンゲル部 

10:56 山崎 貴幸 29 川越 OLC 

10:57 鈴木 陽介 28 三河 OLC 

10:58 茅野 耕治 46 ワンダラーズ 

10:59 荻田 博文 29 OLC 吉備路 

11:00 深川 陽平 29 朱雀 OK 

11:01 降旗 健 26 杏友会 

11:02 堀田 遼 17 東海高ワンゲル部 

11:03 長友 志朗 32 長崎市 OL協会 

11:04 太田 康博 22 サマンサ学院大学 

11:05 小山 達之 17 千葉 OLK 

11:06 宮西 優太郎 14 東海中ワンゲル部 

11:07 中山 史野 21 サマンサ学院大学 

11:08 吉村 年史 35 京葉 OL クラブ 

11:09 藤島 由宇 29 三条 OLC 

11:10 VACANT   

11:11 宇野 浩一 49 多摩 OL 

11:12 深田 恒 14 東海中ワンゲル部 

11:13 大西 康平 23 ぞんび～ず 

11:14 内藤 愉孝 26 浜松 OLC 

11:15 山田 健一 37 北海道 OL協会 

11:16 東野 遼一 24 そろ SOLO限界 

11:17 中尾 吉男 22 東大 OLK 

11:18 田中 裕也 20 サマンサ学院大学 

11:19 小門 俊介 14 麻布学園ＯＬＫ 

11:20 栄森 貴久 20 京大 OLC 

11:21 遠藤 豪志 14 麻布学園ＯＬＫ 

11:22 丸藤 純 22 岩手大学OLC 

11:23 前田 肇 23 東大 OLK 

11:24 福田 雅秀 44 川越ＯＬＣ 

11:25 角岡 明 48 つるまい OLC 

11:26 森川 敏治 14 東海中ワンゲル部 

11:27 伴 毅 18 東海 OB 

11:28 青柳 隆幸 27 サン・スーシ 

11:29 高橋 善徳 30 みちの会 

11:30 VACANT   

11:31 小池 英希 32 JANETS 

11:32 三上 雅克 36 福井県 OL協会 

11:33 北畠 敏幸 47 多摩 OL 

11:34 寺垣内 航 26 京葉 OL クラブ 

11:35 宮城島 俊太 29 みちの会 

11:36 小山 宏之 39 山口県 OL協会 

11:37 山本 真司 33 ES 関東 C 

11:38 小野 賢二 49 多摩ＯＬ 

11:39 黒田 幹朗 30 Team SKI-O 

11:40 千々岩 瞳 21 東北大 OLC 

11:41 安田 太郎 25 OLP 兵庫 

11:42 池 陽平 24 OLC ルーパー 

11:43 長谷川 靖 27 兵庫県稲美町 

11:44 紺野 俊介 29 横浜 OL クラブ 

11:45 森本 大輔 33 広島 OLC 

11:46 丹羽 史尋 23 ふとったデブの会 

11:47 板谷 祐樹 14 大阪府吹田市 

11:48 多田野 清人 26 ときわ走林会 

11:49 栗原 友和 34 千葉県千葉市 

11:50 VACANT   

11:51 広江 淳良 44 ES 関東 C 

11:52 小田 紀彦 32 杉風会 

11:53 野本 圭介 16 麻布学園OLK 

11:54 田濃 邦彦 32 静岡 OLC 

11:55 八神 遥介 24 宮城県仙台市 

11:56 木本 浩慈 41 広島ＯＬＣ 

11:57 金谷 敏行 30 朱雀 OK 

11:58 西田 陽一 36 ドーコン JC 

11:59 西脇 正展 31 N の会 

12:00 小暮 喜代志 32 ES 関東 C 

12:01 大塚 友一 29 京葉 OL クラブ 

12:02 青山 弘毅 23 筑波大 OL愛好会 

12:03 片山 裕典 29 OLP 兵庫 

12:04 高橋 雄哉 24 ときわ走林会 

12:05 番場 洋子 28 HORIBA 

12:06 林 城仁 22 東大 OLK 

12:07 幸原 朋広 19 阪大 OLC 

12:08 木下 直樹 29 ときわ走林会 

12:09 岩城 徹 23 青葉会 

12:10 VACANT   

12:11 宇野 夏樹 19 多摩 OL 

12:12 小林 岳人 46 ES 関東 C 

12:13 尾崎 高志 25 Team 白樺 

12:14 藤沼 崇 23 ES 関東 C 

12:15 津島 直樹 20 岩手大学OLC 

12:16 三森 創一朗 20 東北大ＯＬＣ 

12:17 小泉 成行 29 ときわ走林会 

12:18 山口 大助 32 ES 関東 C 

12:19 町井 瑞希 17 武相 OLK 

12:20 上坂 昌生 36 多摩 OL 

12:21 西尾 信寛 27 朱雀 OK 

12:22 田久保 豊 23 ふとったデブの会 

12:23 牧山 知彦 25 春日部 OLC 

12:24 佐々木 良宜 27 ときわ走林会 

12:25 土井 聡 34 ES 関東 C 

12:26 赤地 祐彦 24 OLC ルーパー 

12:27 仲村 健一 24 希林の会 
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 ＜ＭＳ＞   

時刻 名  前 
年

齢 
所  属 

10:31 板谷 日出男 47 OLP 兵庫 

10:32 瀬口 洋治 44 OLC ルーパー 

10:33 砂田 達之 45 ＯLP 兵庫 

10:34 山口 敏夫 43 富山 OLK 

10:35 山田 直孝 42 愛媛 OL 

10:36 杉本 光正 44 ES 関東 C 

10:37 野中 好夫 51 多摩 OL 

10:38 久保田 優 53 入間市 OLC 

10:39 
Jung 

Jong-Goon 
47 Seoul OC 

10:40 田代 雅之 42 静岡県静岡市 

10:41 町井 稔 48 山梨県上野原市 

10:42 齋藤 貴之 45 ときわ走林会 

10:43 文 正萬 45 Seoul OC 

10:44 鈴木 英一 66 横浜市栄OLC 

10:45 木村 治雄 41 入間市 OLC 

10:46 有泉 幸彦 56 新宿 OLC 

10:47 佐藤 信彦 43 サンスーシ 

10:48 田中 徹 49 京葉 OL クラブ 

10:49 西沢 敦 44 東京 OL クラブ 

10:50 VACANT   

10:51 利光 良平 38 上尾 OLC 

10:52 美藤 陽一 41 広島 OLC 

10:53 小野田 敦 41 京都 OLC 

10:54 石田 徹志 35 博多 OLC 

10:55 湯浅 日出雄 47 ＯＬＣ吉備路 

10:56 二木 誠 49 ソニーOLC 

10:57 城森 博幸 48 OLP 兵庫 

10:58 倉部 淳 47 Sophia 

10:59 山本 賀彦 43 OLP 兵庫 

11:00 小泉 辰喜 43 東京 OL クラブ 

11:01 半田 太郎 36 博多 OLC 

11:02 世良 清 48 三重大学 

11:03 齋藤 英之 47 川越 OLC 

11:04 岡本 隆之 47 ＯＬＰ兵庫 

11:05 五十嵐 則仁 50 横浜 OL クラブ 

11:06 井口 良範 44 高崎 OLC 

11:07 石川 昌 40 サン・スーシ 

11:08 岩倉 毅 42 OLP 兵庫 

11:09 佐野 弘明 47 ＫＩＷＩＳ 

    

 ＜ＷＡ＞   

時刻 名  前 
年

齢 
所  属 

11:13 半田 博子 36 博多 OLC 

11:14 植松 彩 30 入間市 OLC 

11:15 山本 紗穏里 19 筑波大 OL愛好会 

11:16 利光 恵美 32 上尾 OLC 

11:17 千葉 妙 23 筑波大 OL愛好会 

11:18 小林 正子 46 ES 関東 C 

11:19 石蔵 友紀子 22 ふとデブ 

11:20 広江 望 39 ES 関東 C 

11:21 松本 知佐子 36 朱雀 OK 

11:22 鈴木 萌 13 八王子石川中 

11:23 朴峠 周子 24 ときわ走林会 

11:24 稲葉 茜 22 筑波大 OL愛好会 

11:25 千葉 光絵 24 上尾 OLC 

11:26 土井 美晴 27 ES 関東 C 

11:27 西脇 博子 30 神奈川県横浜市 

11:28 皆川 美紀子 26 みちの会 

11:29 長谷川 恵子 45 ES 関東 C 

11:30 VACANT   

11:31 加納 尚子 38 朱雀 OK 

11:32 石山 佳代子 24 横浜 OL クラブ 

11:33 渡辺 円香 32 ES 関東 C 

11:34 臼倉 由起 23 岩手大学OLC 

11:35 山口 季見子 31 ES 関東 C 

11:36 鹿島田真理子 32 渋谷で走る会 

11:37 横澤 夕香 27 ES 関東 C 

11:38 志村 直子 33 渋谷で走る会 

11:39 坂岡 由里江 24 筑波大学 

11:40 堀 文音 21 奈良女子大OLC 

  

＜Ｗ４０＞  

時刻 名  前 
年

齢
所  属 

10:31 佐久間千恵子 47 博多 OLC 

10:32 吉岡 康子 50 OLC 吉備路 

10:33 今井 栄 60 ワンダラーズ 

10:34 高橋 明美 50 神奈川県大和市 

10:35 植松 裕子 57 高崎 OLC 

10:36 山本 陽子 56 無所属 

10:37 若梅 節子 58 東京都町田市 

10:38 大塚 ふみ子 53 千葉 OLK 

10:39 新垣 順子 63 練馬 OLC 

10:40 海野 とみ子 59 川越 OLC 

10:41 佐野 千恵美 43 ＫＩＷＩＳ 

10:42 加藤 伶子 66 入間市 OLC 

10:43 大場 節子 59 サン･スーシ 

10:44 石田 美代子 72 愛知 OLC 

10:45 齋藤 まどか 46 川越 OLC 

  

＜ＭＶ＞  

時刻 名  前 
年

齢
所  属 

10:51 久保井 輝政 62 サン・スーシ 

10:52 尾上 俊雄 68 OLP 兵庫 

10:53 宮崎 幸隆 60 北九州 OLC 

10:54 松川 清一 54 千葉県勝浦市 

10:55 鈴木 規弘 50 多摩 OL 

10:56 河 泰鉉 60 Seoul OC 

10:57 清水 栄一 70 石川 OLK 

10:58 岡野 英雄 66 愛知 OLC 

10:59 高橋 厚 77 多摩 OL 

11:00 米本 善政 59 徳島県 OL協会 

11:01 林 博 58 サンワコンＯＬＣ 

11:02 大塚 校一 57 千葉 OLK 

11:03 今井 信親 66 ワンダラーズ 

11:04 谷 正春 59 広島 OLC 

11:05 伊藤 清 63 ワンダラーズ 

11:06 悴田 正也 70 前橋ＯＬＣ 

11:07 石田 亘宏 73 愛知 OLC 

11:08 中山 勝 66 春日部 OLC 

11:09 横手 義雄 69 入間市 OLC 

11:10 VACANT   

11:11 福田 良雄 58 OLP 吉備路 

11:12 西山 立 50 サン・スーシ 

11:13 船戸 正道 78 愛知県北名古屋市 

11:14 吉田 智昭 75 北九州 OLC 
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11:15 海老沢 正 57 東京 OL クラブ 

11:16 山口 俊介 52 佐賀県ＯＬ協会 

11:17 柴田 喜一 73 つるまい OLC 

11:18 磯部 貞夫 71 OLP 兵庫 

11:19 手塚 一夫 71 東京 OLC 

11:20 塚田 元朗 68 京都 OLC 

11:21 内山 孝博 50 ＯＬＰ兵庫 

11:22 小野 盛光 61 三河 OLC 

11:23 新垣 和信 69 練馬 OLC 

11:24 新見 守 66 三河 OLC 

11:25 城山 勉 58 奈良県橿原市 

11:26 加藤 昭治 56 愛知 OLC 

11:27 若梅 友行 59 東京都町田市 

11:28 大場 隆夫 62 サン･スーシ 

11:29 小笠原揚太郎 68 東京 OL クラブ 

11:30 VACANT   

11:31 伊藤 哲夫 53 松阪ＯＬＣ 

11:32 淺川 民雄 58 北九州 OLC 

11:33 粟野 義明 60 愛知 OLC 

11:34 天明 英之 54 東京 OL クラブ 

11:35 石川 清一 67 みやこ OLC 

11:36 今井 幸太郎 58 山形県寒河江市 

11:37 徳野 利幸 57 愛媛 OL 協 

11:38 鈴木 榮一 64 千葉 OLK 

11:39 山本 博司 59 無所属 

11:40 鈴木 正夫 56 千葉 OLK 

11:41 酒井 克明 58 調布市 OL協会 

11:42 小八重 善裕 56 鈴亀 OLC 

11:43 平 雅夫 55 多摩 OL 

11:44 土屋 晴彦 53 愛知 OLC 

11:45 小林 二郎 56 愛知ＯＬＣ 

11:46 佐藤 政明 62 愛知県大府市 

11:47 海野 忠秋 67 川越 OLC 

11:48 船越 武明 61 調布市 OL協会 

11:49 加藤 昭次 55 多摩 OL 

11:50 VACANT   

11:51 酒井 か代子 55 調布市 OL協会 

11:52 山西 一徳 73 入間市 OLC 

11:53 中安 正弘 61 春日部ＯＬＣ 

11:54 古津 和夫 55 京都 OLC 

11:55 金子 八三 75 松坂 OLC 

11:56 井口 邦弘 64 ＦＲＵＮ 

11:57 金井 一 82 高崎 OLC 

11:58 寺尾 孝 70 横浜ＯＬクラブ 

11:59 尾上 秀雄 61 サン・スーシ 

    

 ＜Ｎ/Ｇ＞   

時刻 名  前 
年

齢 
所  属 

10:31 糸岡 洸樹 15 白橿中学校OL部 

10:36 松本 行雄 50 兵庫県神戸市 

10:41 逸﨑 智也 15 白橿中学校OL部 

10:46 岡﨑 崇 15 白橿中学校OL部 

10:51 板谷 智史 10 大阪府吹田市 

10:56 池田 勇太 15 白橿中学校OL部 

11:01 美藤 あゆみ 12 広島 OLC 

11:06 岡田 三貴也 15 白橿中学校OL部 

11:11 小林 璃衣紗 9 ES 関東 C 

11:16 中川 真幸 15 白橿中学校OL部 

11:21 遠藤 光歩 45 東京ＯＬクラブ 

11:26 前川 朋久 34 橋本ＡＣ漢部 

11:31 森 友洋 32 兵庫県宝塚市 

11:36 福永 徹男 35 橋本ＡＣ漢部 

11:41 上松 晋也 29 大阪ＯＬＣ 

11:46 板谷 美穂 42 大阪府吹田市 
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トレイル O大阪大会 

プログラム 

 久しぶりに関西でのトレイルＯ指定大会です。 

 折りしも、春欄慢、桜を愛でながら、トレイルＯを 

 ゆっくり楽しんでください。 

 
 
開催概要  
主  催 大阪府オリエンテーリング協会 
主  管 日本トレイルオリエンテーリング研究会 
期  日 平成 20年 3月 29日（土） 
集合場所 服部緑地公園 集いの原っぱ（陸上競技場南側の広場） 
交通機関 【公共交通機関】北大阪急行「緑地公園」駅下車、徒歩 20分 テー

プ誘導あり 
【自家用車】中央環状線千里中央より新御堂筋を南に 5分。 

駐車場は服部緑地公園有料駐車場をご利用ください。 
第１駐車場に駐車してください。会場までのﾃｰﾌﾟ誘導 
はありません。 

     詳細地図は、パークＯのプログラムを参照してください。 
 
役  員 実行委員長    田中 博 
     競技責任者    山口 尚宏 
     運営責任者    井上 仡（たかし） 
     コースセッター  Aクラス  松橋 徳敏 
              Ｂ・Nクラス  木島 英登 
     コントローラ   櫻内 保幹 
 
テレイン情報 
     服部緑地公園は、池、花壇、日本庭園、陸上競技場 
     テニスコート ジョギングコース など施設の完備した 
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     都市型公園の典型です。 
     都市型公園にしては、緑が多く、微地形も存在します。 
     道、小道、は、８０％以上舗装されています。 
     一部、砂利道もあります。 
競技情報 
     日本トレイル・オリエンテーリング競技規則による 
  地図  「服部緑地 Version5」（2006 年大阪ＯＬＣ作成・JSSOM 準拠）

を元に、トレイル O用に修正作図 
縮尺 ５０００分の１ 

     等高線間隔 ２ｍ 
     JSSOM２００７準拠 
     透視可能度 ３段階表示 
     プリンターによる印刷 
     ポリ袋封入済み（雨天時のみ） 
     特殊記号として、以下の記号を使用しています。 

・ 緑の×：目立つ切り株 
・ 青の○：水のみ場 
・ 黒の×：モニュメント、石碑。 

   ・今大会の岩がけは高さ１ｍ以上から表記してます。 
   ・今大会の岩は高さ６０ｃｍ以上の岩を表記してます。 
     ベンチ,街灯、ゴミ箱は地図上に表記していません。 
  距離 Aクラス   2.2ｋｍ 
     Ｂクラス   2.2ｋｍ 
     Nクラス   2.0ｋｍ 
  制限時間 
     総合クラス  １００分 
     Pクラス   １２０分 
スケジュール 
  受付     ９：３０～１３：３０ 
  スタート   ９：３０～１４：２０ 
  ゴール閉鎖 １６：００ 
        但し、競技時間が充分確保できない事を了解した場合は 
       １５時００分までスタートできます。 
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当日の流れ 
 
 事前申込者 
 スタート時刻の集中による混乱を避けるため事前申込の方はスタ―ト時刻を

指定いたしました。スタートリストにて確認ください。 
 受付で、コントロールカードを受け取り、スタート時刻を確認してください。 
   但し、遅刻した場合は、受付で、改めてスタート時刻を指定します。  
 当日申込者 
   受付で、参加費 Aクラス一般＝１５００円 
              学生＝１２００円 
           高校生以下＝ ８００円 
          Ｂ・Nクラス＝ ５００円 高校生以下＝300円 
   を支払い、スタート時刻の指定を受け、コントロールカードを 

受け取ってください 
   
全員共通 

   スタート時刻になりましたら、係員の指示によりスタートしてください。 
   コントロールは１番から順番にまわってください。 
   位置説明の H欄には、コントロールフラッグ群をどちらの方向に見るか 
   →で表示されていますので、（ちなみに→の表記なら、DP から東にフラ

ッグ群を見ます）その表記を参考にして、DPの位置を見つけてください。 
   Ｎクラスについては、コントロール番号の書いてある方向にＤＰ板があ

ります。 
そのＤＰから見て 向かって左のフラッグから順にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ と呼ぶきまりに

なっています。 道を左右に移動すると Ａ、Ｂ、Ｃの順序が入れ替わることがありま

す。 

 

                          B      C                     E 
                     A                              D 
 
 
 

★左から見える順序で、遠近には関係ありません。 

 
   正解のフラッグと同じコントロールカードの欄にパンチしてください。 
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   パンチは、次のコントロールに向かう方向に進むと、棒の先に吊り下げ

てあります。 
Aクラスはタイムコントロールがあります。 
Ａクラス及びＢクラスには正解無しのコントロールもあります。 
その場合はコントロールカードのＺ欄にパンチしてください。 
Nクラスは正解無しはありません。 
正しいコントロールを選ぶと１個につき１点が加点されます 

（タイムコントロールも同様） 

   順位は所要時間に関係なく得点の多いほうが上位になります。 

   Ａクラスは同点の場合タイムコントロールの所要時間が短いほうが上位

になります。 

   ただし、タイムコントロールで間違えると得点が入らず、 

所要時間に６０秒が追加されます。 

   また、タイムコントロールの制限時間（６０秒）以内で回答がないと 

所要時間が１２０秒になり、タイムコントロールは不正解となります。 

制限時間を超過した場合は５分につき１点の減点になります。 
本大会の制限時間は 総合クラス１００分 Pクラス１２０分です 

注意事項 

   一般の公園利用者が大勢いらっしゃいます。又花見客も多いと予想され

ます。パークＯのランナーとの交差も有り得ます。一般的な公園利用の

注意点を守ってください。 

 
表彰 
   総合クラスのＡクラス１～３位までを、翌日の全日本大会表彰式に 

先立って表彰します。 
全日本会場にトレイルＯの成績を公表します、表彰対象の方は 
表彰式前に集合してください。 

   総合クラスのＢ、Ｎクラス１～３位まで Pクラス１～３位まで  
当日表彰します。 

 
 
本大会 A クラスにおいて、８位までは、平成２０年５月開催の第４回全日本ト
レイル・オリエンテーリング選手権大会の Eクラスの出場権が与えられます。 
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 ★トレイルＯ Ａクラススタートリスト １／２ 

氏 名 所属クラブ 
スター

ト時刻 
 氏 名 所属クラブ 

スター

ト時刻 

児玉 拓 多摩 OL 11:01  高橋 芳雄 広島県広島市 11:44

江崎 公二 つくば ROC 11:02  佐藤 悠太 東北大OLC 11:45

吉村 芳孝 北九州 OLC 11:03  足立 辰彦 OLC ルーパー 11:46

山下 友宏 長岡 OLC 11:04  
大久保 裕

介 
ES 関東 C 11:47

梅林 正治 多摩ＯＬ 11:05  橋本 知明 東海中ワンゲル部 11:48

小林 博文 日本旅行 11:06  早野 哲朗 京葉OL クラブ 11:49

今留 康雄 北九州 OLC 11:07  菅原 大樹 神奈川県平塚市 11:51

野口 孝之 愛知ＯＬＣ 11:08  石井 龍男 千葉OLK 11:52

山本 宏一 福山 OLC 11:09  千藤 昭彦 つばさ会 11:53

浅野 昭 つばめ会 11:10  日下 雅広 東北大ＯＬＣ 11:54

植山 潔 関大 OLD 11:11  箱山 昂汰 東海中ワンゲル部 11:55

大西 真一

郎 
関大 OLD 11:12  山崎 貴幸 川越OLC 11:56

大野 聡生 東海中学校 11:13  鈴木 陽介 三河OLC 11:57

大野 真澄 Ｔ＆Ｍ’ｓ 11:14  茅野 耕治 ワンダラーズ 11:58

木村 厚 愛知県名古屋市 11:15  荻田 博文 OLC 吉備路 11:59

杉山 一男 豊中グリーン C 11:16  深川 陽平 朱雀OK 12:00

高橋 義人 多摩 OL 11:17  降旗 健 杏友会 12:01

棚橋 是之 つるまい OLC 11:18  堀田 遼 東海高ワンゲル部 12:02

森 茂樹 関大 OLD 11:19  長友 志朗 長崎市OL協会 12:03

山口 征矢 川口 OLC 11:20  太田 康博 サマンサ学院大学 12:04

荒井 正敏 多摩 OL 11:32  小山 達之 千葉OLK 12:05

谷村 正樹 杉風会 11:33  
宮西 優太

郎 
東海中ワンゲル部 12:06

長瀬 裕樹 杏友会 11:34  中山 史野 サマンサ学院大学 12:07

熊谷 智之 航走の会 11:36  吉村 年史 京葉OL クラブ 12:08

水嶋 孝久 入間市 OLC 11:38  藤島 由宇 三条OLC 12:09

松澤 俊行 三河 OLC 11:39  宇野 浩一 多摩OL 12:11

藤生 考志 東京 OL クラブ 11:40  深田 恒 東海中ワンゲル部 12:12

八重樫 集 東北大 OLC 11:41  大西 康平 ぞんび～ず 12:13

山田 晋太

朗 

東海高ワンゲル

部 
11:42  内藤 愉孝 浜松OLC 12:14

木村 洋介 大阪 OLC 11:43  山田 健一 北海道OL協会 12:15
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★トレイルＯ Ａクラススタートリスト 2／2 

氏 名 所属クラブ 
スター

ト時刻 
 氏 名 所属クラブ 

スター

ト時刻 

東野 遼一 そろ SOLO限界 12:16  宮崎 幸隆 北九州 OLC 12:46

中尾 吉男 東大 OLK 12:17  松川 清一 千葉県勝浦市 12:47

田中 裕也 
サマンサ学院大

学 
12:18  鈴木 規弘 多摩 OL 12:48

小門 俊介 麻布学園ＯＬＫ 12:19  河 泰鉉 Seoul OC 12:49

栄森 貴久 京大 OLC 12:20  岡野 英雄 愛知 OLC 12:50

遠藤 豪志 麻布学園ＯＬＫ 12:21  高橋 厚 多摩 OL 12:51

丸藤 純 岩手大学OLC 12:22  遠藤 光歩 東京ＯＬクラブ 12:52

前田 肇 東大 OLK 12:23  林 博 サンワコンＯＬＣ 12:53

福田 雅秀 川越ＯＬＣ 12:24  大塚 校一 千葉 OLK 12:54

角岡 明 つるまい OLC 12:25  今井 信親 ワンダラーズ 12:55

森川 敏治 
東海中ワンゲル

部 
12:26  谷 正春 広島 OLC 12:56

瀬口 洋治 OLC ルーパー 12:27  伊藤 清 ワンダラーズ 12:57

杉本 光正 ES 関東 C 12:28  悴田 正也 前橋ＯＬＣ 12:58

野中 好夫 多摩 OL 12:29  石田 亘宏 愛知 OLC 12:59

久保田 優 入間市 OLC 12:30  中山 勝 春日部 OLC 13:00

Jung 

Jong-Goon 
Seoul OC 12:31  横手 義雄 入間市 OLC 13:01

田代 雅之 静岡県静岡市 12:32  福田 良雄 OLP 吉備路 13:02

町井 稔 山梨県上野原市 12:33  西山 立 サン・スーシ 13:03

齋藤 貴之 ときわ走林会 12:34  船戸 正道 
愛知県北名古屋

市 
13:04

文 正萬 Seoul OC 12:35  吉田 智昭 北九州 OLC 13:05

鈴木 英一 横浜市栄OLC 12:36  海老沢 正 東京 OL クラブ 13:06

木村 治雄 入間市 OLC 12:37  山口 俊介 佐賀県ＯＬ協会 13:07

有泉 幸彦 新宿 OLC 12:38  青柳 隆幸 サン・スーシ 13:08

佐藤 信彦 サンスーシ 12:39  伴 毅 東海 OB 13:09

田中 徹 京葉 OL クラブ 12:40     

西沢 敦 東京 OL クラブ 12:41     

佐久間 千

恵子 
博多 OLC 12:42     

吉岡 康子 OLC 吉備路 12:43     

植松 裕子 高崎 OLC 12:44     

尾上 俊雄 OLP 兵庫 12:45     
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トレイルＯ Ｂクラス スタートリスト 
 
氏  名 所     属 スタート時刻

井上 幹男 東京 OL クラブ 11:01

鈴木 清美 多摩 OL 11:02

上田 孝 兵庫県尼崎市 11:03

田口 肇 那須ＯＣ 11:04

齋藤 英津

子 
東京ＯＬクラブ 11:05

中村 匠吾 岩手大学OLC 11:35

國本 英樹 麻布学園OLK 11:37

山口 敏夫 富山 OLK 11:38

高橋 明美 神奈川県大和市 11:42

清水 栄一 石川 OLK 12:00

米本 善政 徳島県 OL 協会 12:01

松本 行雄 兵庫県神戸市 12:02

 
トレイルＯ Ｎクラス スタートリスト 
 
氏   名 所    属 スタート時刻 

湯田 俊輔 東北大ＯＬＣ 11:31

遠藤 崇志 東京ＯＬクラブ 11:32

原山 映子 北九州ＯＬＣ 11:33

佐野 弘明 ＫＩＷＩＳ 11:34

佐野 千恵美 ＫＩＷＩＳ 11:35

今関 朝樹 京葉ＯＬクラブ 11:36

山田 直孝 愛媛 OL 11:38

今井 栄 ワンダラーズ 11:41

 
 


