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第第一一回回つつののだだカカッッププ((北北上上前前日日イイベベンントト))  

ププロロググララムム  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

【期    日】 平成 19 年10 月13 日(土)(小雨決行・荒天中止) 

【開 催 地】 岩手県北上市展勝地 

【会    場】 北上市憩いの森・グラスランド男山 

【主    催】 Ｔ・Ｄ Ｆ Ｃ(つのだ・ドドリア ファンクラブ) 

【主  管】 つのだカップ実行委員会 

【協  賛】 山口スポーツ新聞者 

【特別協力】 角田 明子氏 

【協    力】 岩手大学 OLC・岩手県立大学 OLC 

【日  程】 11:40  会場・駐車場開場 

12:00～13:00 受付(参加費支払い、当日申し込み、オーダー表提出) 

13:10～13:20 競技説明・デモンストレーション 

13:30  競技開始 

15:00  ゴール閉鎖・表彰式 

16:00  会場・駐車場閉鎖 

 
【つのだカップマスコットキャラクター】 

○ドドちゃん○ 
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１．会場までの交通案内 
【イベント会場】 憩いの森・グラスランド男山(岩手県北上市稲瀬町岩脇 24) 

【駐  車  場】 第 1駐車場：憩いの森管理棟前／会場まで徒歩 0分 

   第 2 駐車場：グラススキー場ふもと／会場まで徒歩 5分 

   予備駐車場：男山頂上／会場まで徒歩 5分 

※第 1 駐車場が埋まり次第（観光者用に余裕を確保します）、第 2駐車場に止めていただきます。 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アクセス方法】 

○車・二輪車でご来場の場合(※推奨) 

(1)東北自動車道を北上江釣子 IC で降りる場合(約 15 分)＜青ルート＞ 

国道 107 号線を北上市街地方面に行き、交差点を一切曲がることなく直進し、北上川を渡り、

「Family Mart」のある丁字路に差し掛かります。そこを右折し、しばらく走って左手の憩いの森

入り口を左折して下さい。細い道を登っていくと右手に会場と第 1駐車場があります。 

 

(2)国道 4 号線を使う場合 

仙台方面から来た場合、有田町交差点(レストラン「Milky Way」あり)を右折し(盛岡方面から来た

場合は左折)、北上川を渡り、「Family Mart」のある丁字路に差し掛かります。後は(1)の下線部参

照。 

 

 

 

 

＜会場周辺図＞ 

 
 

＜会場周辺道路地図＞ 
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○公共交通機関をご利用の場合(参考) 

＜東北新幹線時刻表＞ 

東京方面から 東 京 仙 台 北 上 

JR 新幹線はやて 5号 7:56 発 9:37 発 10:25 着 

JR 新幹線やまびこ45号 8:20 発 10:30 発 11:28 着 

八戸方面から 八 戸 盛 岡 北 上 

JR 新幹線はやて 10号 10:05 発 10:34 着 ──→ 

JR 新幹線やまびこ52号  11:09 発 11:27 着 

 

 

＜在来線時刻表＞ 

一ノ関方面から 一 ノ 関 北 上 

JR 東北本線・盛岡行 10:21 発 11:01 着 

盛岡方面から 盛 岡 北 上 

JR 東北本線・一ノ関行 10:10 発 10:59 着 

JR 東北本線・一ノ関行 11:06 発 11:53 着 

横手方面から 横 手 北 上 

JR 北上線 10:08 発 11:31 着 

※スタート時刻に間に合う北上駅からのバスはありません。会場まではタクシーのご利用をお薦めし

ます。駅から会場まで約 4.5km で徒歩約 1時間 10分、タクシーで約 10分です。 

２．会場 

＜会場レイアウト＞ 

 

・青空会場、テント張りＯＫ。 

・管理棟の前では職員が作業をしているので迷惑を掛けないようにお願いします。 

・管理棟には自動販売機・売店がございます。ぜひご利用下さい。 

・雨天時は、受付・計セン・選手待機場は全て管理棟内に移動します。  

・会場から 30 分以内に戻れる徒歩圏内のコンビニはありません。 

・ごみ箱は設置しません。ごみは各自でお持ち帰り下さい。 

・会場の芝生を故意に壊すような行為は絶対にしないで下さい。 
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３．競技情報 
【テレイン＆コースプロフィール】 

本イベントの競技使用範囲は公園として整備されており、概ね通行可能度は高い。しかし、一部

藪が発達しておりスピードが低下しやすい。全体を通して傾斜が急であり、タフである。また、特

徴的な微地形はあまり見られない。スタートポストまでの誘導は、長い道走りと登りがある。 

【競技形式】 

・ポイントオリエンテーリング  ・2 人(ワンマンあり)スプリント・リレー 

・EMIT 社製 e-card 使用の電子パンチングシステム採用 

【使用地図】 

・「展勝地～花の宴に鬼が舞う～」(2005 年 岩手大学 OLC 作成)一部修正 JSOM2007 準拠 

・縮尺 1:5000   ・等高線間隔 5m  ・地図サイズ A4縦(耐水ビニール封入済み) 

※ベンチや水飲み場は表記しておりません。縮尺は JSOM2007 に準拠しておりません。 

 

【コース距離・優勝設定時間】 

クラス 距離 優勝設定時間 

Ｍ(男子のみ) 

Ｗ(女子のみ) 

Ｘ(男女混合) 

ONE(ワンマン) 

1.9km 

(約 50%にビジュアル) 
20 分／1人 

 

 

 

【競技時間】 

13:30 全クラス 1走スタート 

14:20 2 走リスタート 

15:00 競技終了・ゴール閉鎖 

※15:00 を過ぎてゴールしたチームは失格

となります。 

※競技時間は 1チーム 90 分です。 

※リスタートとなったチームは失格とな

ります。 

【ゼッケン・安全ピン】 

ゼッケン・安全ピンは各自でご用意下さい。事前申し込み情報でのゼッケン番号は参加者リストに

載せています。 

   (左から)1 桁目・・・・クラス(1:Ｍ 2:Ｗ 3:Ｘ 4:ONE) 

    2～3 桁目・・・チーム番号 

    4 桁目・・・・走順(ONE は 1) 

オーダー表を提出後、ゼッケン番号を手書きして、体の前面の見えやすい位置に貼り付けて下さい。

当日、走順やクラスを変更する場合、ゼッケン番号も変更になりますので、書き間違えないようご

注意下さい。 

【チェンジオーバー・ゴール】 

チェンジオーバーは 1 走者と 2走者の何らかの接触があって成立するものとします。ビジュアルコ

ントロール通過後約 10 分で会場に戻ってきます。ゴールはパンチングフィニッシュです。 

【テープ誘導】 

競技中のテープ誘導はすべて赤白テープ誘導です。 

【その他】 

・コース距離や優勝設定時間は変更する場合がございます。 

・イベント前にオリエンテーリング目的で展勝地周辺に立ち入る事を禁止します。 

・ウォーミングアップエリアは受付付近のオープン(ゲレンデ)です。 

101-1 
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・主要道を通過します。横断の際は十分に気をつけて下さい。 

・観光客(親子連れ)がいる場合があるので、衝突などに十分注意して下さい。 

・ビジュアルコントロールがあります。応援してあげて下さい。 

・レンタル e-card を紛失・破損した場合は実費を頂きます。 

４．受付 
会場に到着いたしましたら、まず始めに受付を済ませて下さい。受付を済ませないままでの出走は

できません。 

【参加費支払い】 

事前申込み(1 チーム) 当日申込み(1 チーム) 

¥1,500(両日割引-¥500) 

e-card ＋¥200 

¥2,000(両日割引なし) 

e-card レンタル代含む 

・事前申込者で翌日もレンタル e-card を使う人は、翌日までそのままお持ち下さい。 

・地図の枚数に限りがあるため、当日申込みをお断りする可能性がございます。予めご了承下さい。

また、当日申込みは表彰対象外です。 

・オーダー表は事前申込みから変更がなくても提出して頂きます。クラス変更や代走の際は、その

旨をお書き下さい。 

・クラス変更によってチームが増えた分は当日申し込みとさせて頂きます。 

５．諸注意 
・Ｍ、Ｗ、Ｘ、ONE のそれぞれ上位 1チームには賞状と賞品が授与されます。 

・中止については午前 11 時に、携帯用大会ホームページでお知らせします。   

また、会場でも案内します。(http://ip.tosp.co.jp/i.asp?I=iwateol) 

・中止となった場合は、第二回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング

大会にて事前申込者には地図を配布いたします。また、イベント開催費の

募金を受付けます。金額は指定いたしませんが、お気持ちを入れて頂くと幸いです。 

・地図販売は翌日の第二回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会にて行います。 

・本イベントでは保険に入っておりません。万が一のために保険証のコピーを持参して下さい。 

・駐車場内及び会場内での事故・盗難について、主催者側は一切責任を負いません。貴重品の管理

には十分ご注意下さい。 

６．お問い合わせ 
Mail：g031c052☆edu.soft.iwate-pu.ac.jp (栗城)☆を@に変えて 
Tel: 080-1828-1475 (栗城)※緊急時及び当日のみ 

大会 HP: http://iwate07zenjitu.amearare.com/ 
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７．参加者リスト 

チーム名・氏名・e-card 番号などに間違いがございましたら、当日受付にてお申し出下さい。 

クラス チーム名 走者氏名 性別 E カード番号 ゼッケン番号 

一走 東野 基生 男 レンタル 101-1 
米沢 2中サッカー部 

二走 渡辺 幸 男 401885 101-2 

一走 青柳 健大 男 401727 102-1 
チーム インリン 

二走 岩城 徹 男 402056 102-2 

一走 宮城島 俊太 男 76917 103-1 
O-News 編集部 

二走 大井 恵介 男 401285 103-2 

一走 五十嵐 則仁 男 403322 104-1 
横浜 OL クラブ・スキーO爺々 

二走 武石 雄市 男 401858 104-2 

一走 八神 遥介 男 レンタル 105-1 
チーム 早坂 インリン 

二走 齋藤 祐也 男 483378 105-2 

一走 川崎 健志 男 84316 106-1 
KAZESARI-S テクニカル ver. 

二走 石塚 脩之 男 405211 106-2 

一走 山崎 義昭 男 405571 107-1 
東北大学高専会 

二走 松田 和政 男 405852 107-2 

一走 多田野 清人 男 82529 108-1 
ときわ走林会 

二走 高橋 雄哉 男 76913 108-2 

一走 櫻井 文彦 男 114723 109-1 
タカシのために。 

二走 工藤 慎也 男 403779 109-2 

一走 勝田 弘 男 405312 110-1 
チームマッパー 

二走 日下 雅広 男 114725 110-2 

M 

クラス合計 10 チーム 20名   

一走 石蔵 友紀子 女 92738 201-1 
乙女系OL 

二走 皆川 美紀子 女 66123 201-2 

一走 工藤 瞳 女 76896 202-1 
チーム焼売娘 

二走 角田 明子 女 92842 202-2 

W 

クラス合計 2 チーム 4名   
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クラス チーム名 走者氏名 性別 E カード番号 ゼッケン番号 

一走 齋藤 まどか 女 レンタル 301-1 
チーム・サイトウ 

二走 齋藤 英之 男 レンタル 301-2 

一走 鈴木 智人 男 79419 302-1 
花木 ボンバイエ 

二走 花木 睦子 女 405066 302-2 

一走 菊池 寛子 女 レンタル 303-1 
愛の爆弾 

二走 林 泰斗 男 405805 303-2 

X 

クラス合計 3 チーム 6名   

つっしー大好き 久米 航 男 405445 401-1 

八木山さわきOLC 高田 弘樹 男 404085 402-1 

チームインリン 副会長 上野 光 男 478423 403-1 

チーム茨城 佐々木 良宜 男 レンタル 404-1 

東北大キチガイ系 二年 大橋 悠輔 男 406164 405-1 

チームさくら゛ 櫻井 悠 男 レンタル 406-1 

永井亮 永井 亮 男 401904 407-1 

岩手競馬らぶ 浅井 貴弘 男 76893 408-1 

奈良高校水泳部OB 千々岩 瞳 男 404676 409-1 

ウルトラクラブ 奥村 理也 男 406319 410-1 

ぽんぽん 長縄 知晃 男 478425 411-1 

にせんだい OLC 高橋 元気 男 84317 412-1 

航走の会 熊谷 智之 男 401764 413-1 

ベスト学院 山口 卓也 男 レンタル 414-1 

H2 福田 重一 男 76901 415-1 

ONE 

クラス合計 15 チーム 15名   

 全クラス合計 30 チーム 45名    

 


