
　個人申込用　

第２５回
東大ＯＬＫ大会

実施要項

正 式 名 称 ：第２５回東京大学オリエンテーリングクラブ大会
開 催 日 時 ：２００３年６月１日（日）雨天決行・荒天中止
主 催 ：東京大学オリエンテーリングクラブ（東大ＯＬＫ）

　（東京大学、国際基督教大学、実践女子大学、津田塾大学、  
　　東京女子大学、東京慈恵会医科大学、一橋大学から構成）

場 所 ：神奈川県小田原市片浦・早川地区
会 場 ：石垣山一夜城歴史公園（予定）　＜会場ゴールとなります。＞
後 援 ：神奈川県オリエンテーリング協会、小田原市、日本学生オリエンテーリング連盟、

  （以下予定）関東学生オリエンテーリング連盟、小田原市教育委員会、
協 賛 ：大塚製薬株式会社（予定）
競 技 形 式 ：ポイントOL（日本オリエンテーリング競技規則に準拠）

　ただし、体験クラスはクイズOL
　N・Ｇクラス以外はEMIT社製電子パンチングシステムを使用
　N・Ｇクラスはセパレート方式コントロールカード及びパンチ台を使用

地 図 ：２００３年東大OLＫ作成
　（１９８９年横浜国立大学OLC作成「続・石橋山古戦場」リメイク）
　縮尺　１：１００００、等高線間隔　５ｍ、走行可能度　４段階表示、５色刷

☆大会及び本要項についての問い合わせ先
　25thcomp@olk.jp
　青木　孝道 （大会責任者）　 ０９０－７０１０－４８１７
　車　ゆんそん （運営責任者） ０９０－６１４３－１０６４

☆大会ウェブサイト
http://www.olk.jp/25thcomp/

本大会の要項・プログラム・成績表等が掲載される予定です。

e-mail （ 推 奨 ） ：
緊 急 時 連 絡 先 ：



☆大会コントローラー ：桜井　太郎　　　（東大OLK１３期）

☆コース設定者 ：福田　大輔　　　（東京大学３年）

☆テレイン状況

●設置クラス・参加費

区分 クラス 参加条件 優勝設定時間 クラス 参加条件 優勝設定時間 参加費＜注２＞

エリート ME ＜注３＞ ８０分 WE ＜注３＞ ７０分 ３２００円

上級者 M60A ６０歳以上 ４０分 W60A ６０歳以上 ４０分

M50A ５０歳以上 ５０分 W50A ５０歳以上 ４０分

M43A ４３歳以上 ５０分 W43A ４３歳以上 ４０分

M35A ３５歳以上 ６０分 W35A ３５歳以上 ５０分

M21A 無制限 ７０分 W21A 無制限 ６０分

M21AS 無制限 ４５分 W21AS 無制限 ３５分

MASS 無制限 ３０分

M20A ２１歳以下 ６０分 W20A ２１歳以下 ５０分

M18A 高校生以下 ５０分 W18A 高校生以下 ４０分 １２００円 

M15 中学生以下 ４０分 W15 中学生以下 ４０分

M12 小学生以下 ４０分 W12 小学生以下 ４０分

中級者 BL 年齢・性別を問わず参加できます＜注４＞ ４５分 ３２００円

BS 年齢・性別を問わず参加できます＜注４＞ ３０分

初心者 N             　年齢・性別を問わず参加できます ４０分 ９００円

G 年齢・性別を問わず参加できます＜注５＞ ４０分

学生新人 MF 学生新人 ４０分 ＷＦ 学生新人 ４０分 １５００円 

当日申込 OAL 年齢・性別を問わず参加できます ６０分 ３４００円

OAS 年齢・性別を問わず参加できます ４５分

OASS 年齢・性別を問わず参加できます ３０分

OBL 年齢・性別を問わず参加できます ４５分
OBS 年齢・性別を問わず参加できます ３０分

ON 年齢・性別を問わず参加できます ４０分 ９００円
OG 年齢・性別を問わず参加できます（グループ参加のみ） ４０分
OMF 学生新人 ４０分 OWF 学生新人 ４０分 １７００円 

体験クラス＜注６＞ 年齢・性別を問わず参加できます(グループ可) ９００円 

　　　　　小田原市に在住の方は無料となります。

＜注１．全般的な諸注意＞
①年齢は２００４年（平成１６年）３月３１日時点のものとします。
②２０Aクラスは、公認大会と異なり、２１歳以下で出走可能です。
③優勝設定時間などの競技に関する情報は、予告無く変更される場合があります。
またクラスも、都合により予告なしに統合・分割等する場合があります。

　また、青空会場となりますので、雨への対策は十分にご準備ください。
⑤当日は、初心者の方向けにクラブ員がオリエンテーリングの説明をいたします。
⑥コンパスは貸し出しております。受付にお申し出ください。
⑦スタート開始時刻は１０：００（予定）です。

――

④大会当日は大変暑くなる可能性があります。給水所は用意いたしますが、各自での準備をおすすめします。

男子 女子

　テレインは急峻な片斜面によって構成されており、川によって大きく南北に分断されています。通行可能度はそれほど高く
ないものの、随所に微地形が展開しており、斜面が厳しくタフなテレインです。南北に大きな林道が走っていますが、小道は
発達していません。テレインの東部分には海に面したみかん畑が一面に広がり、会場の石垣山一夜城歴史公園からも雄大
な相模湾を望むことができます。



＜注２．参加費について＞
①参加費には、Ｅカード使用料、バス代が含まれています。
　　（ただし、Ｎ・Ｇクラス、及び体験クラスについてはＥカード使用料は含まれていません。）

③高校生以下の方の参加費は、事前申込１２００円、当日参加１４００円となります。（ＭＥ／ＷＥを除く。）

＜注３．エリートクラスについて＞

　なお、日本ランキングを基にしたシード制を導入する予定です。

・東日本大会 ・西日本大会 
・全日本大会 ・早大OC大会 
・筑波大大会  ・京大大会 

＜注４．Ｂクラスについて＞

　Ｂクラスでは性別・年代別の表彰を予定しております。

＜注５．グループクラスについて＞

＜注６．体験クラスについて＞

＜注７．セレクションについて＞

　

●バス輸送について

●駐車場利用について

※駐車場について

 申込用紙の交通手段の欄にある、「公共交通機関利用」、「自動車利用」、「相乗り」のいずれかを忘れずにご記入くだ
さい。「自動車利用」の方は、必ず同乗者の人数を記入した上で、「備考」欄に同乗者全員の氏名をご記入ください。
「相乗り」の方は運転者名もご記入ください。バス輸送人数把握のための情報となりますので、可能なかぎりご記入くだ
さるようよろしくお願いいたします。「自動車利用」の方には、後日プログラムと共に「駐車券」を送付いたします。希望者
多数の場合は抽選となります。当日、駐車券をお持ちでない方は駐車場の利用はできませんのでご注意ください。

　駐車場については、本要項作成時において、早川・小田原駅周辺で交渉中です。駐車場が確保できない、あるいは
駐車場から会場行きバス乗り場まで電車で移動していただく可能性もありますのでご了承ください。駐車場の交渉結果
等、詳しいことにつきましては、大会プログラム、及び大会ウェブサイト上で発表いたしますので、これらをご参照くださ
い。

　グループクラスの申込の際は、グループの代表者の方のみ個人参加申込用紙に記入し、必ず「備考」欄に参加する
人数を明記してください。なお、参加費は１グループあたりの金額となります。

　「体験クラス」とは、お子様など、はじめてオリエンテーリングをなさる方を対象にしたクラスで、グループでも個人でも
参加することができます。（ただし、小さいお子さまは必ず保護者の方と一緒にご参加ください。）
　当日はクラブ員がオリエンテーリングの楽しみ方を説明し、用具についてもこちらで準備いたしますので、お気軽にご
参加ください。

　セレクションを希望する団体の方は、前述の「大会及び本要項についての問合せ先」までご連絡ください。コースなど
の詳細についてはご相談の上で決定いたします。なお、セレクション希望受付の締切は３月３１日（月）です。

　今大会では、会場までは参加者全員バス利用を原則としています。駐車場ご利用の方については駐車場から、その
他の方については、ＪＲ東海道線「早川」駅周辺より会場行き大会専用バスを運行いたします。
　バス代は参加費に含まれています。会場付近に在住しているなどの理由からバスに乗車なさらない方は、申込用紙
の「備考」欄にその旨をお書きください。その理由が認められる場合は大会当日、受付にてバス代として４００円を返金
いたします。車による送迎や、徒歩以外の交通機関利用などの理由では返金いたしません。参加者のスムーズな輸送
にご協力ください。

②Ｅカードを持参される方は、所定の額から２００円引いた金額でお申し込みいただけます。その場合、必ず申込用
紙の「Ｅカード番号」の欄と、「払込金額」の欄の「Ｅカード持参」にご記入ください。

　エリートクラスは運営の都合上、ＭＥ６０名、ＷＥ３０名に限定します。申込者多数の場合は次の大会での成績を基に
選考を行いますので、申込用紙の「実績」欄に各大会での成績をご記入ください。選考にもれた方は、原則として２１Ａ
クラスとなりますので、これ以外のクラスをご希望される場合は申込用紙の「備考」欄に希望クラスをご記入ください。



●申込方法　遅れエントリー等は行いませんのでご注意ください。
　本大会への申込方法は、次の４つがあります。
１．郵送申込
２．会場申込
３．大会ウェブサイトからの申込（スポーツエントリーを使用）
４．団体申込（詳しくは別紙の団体申込要項をご覧ください。）

《申込締切・参加費払込締切》

※ＷＥＢ上申込の場合

１．郵送申込について
 a) 次のものを同封の上、下記の宛先に郵送してください。

　3）成績表（１００円）が必要な方は成績表返信用封筒（定型最大、切手不要）
　　…ご自分の住所氏名、及び左下に「成績表返信用」と記入
　なお、今大会ではウェブサイト上にも成績表を掲載する予定です。

　　〒１１４－００２２    東京都北区王子本町３－８－１８　    アルファ王子本町イースト２１０２    「熊野　匠人」　宛

振込先  口座番号   ００１２０－１－３５１５７９
 加入者名   東京大学オリエンテーリングクラブ

２．会場申込について

　　　　　・ジュニアチャンピオン大会（１月１９日）　　　　　　 ・早大ＯＣ大会（２月１６日）
　　　　　・インターハイ（３月１６日・個人戦）　　　　　　　　 ・全日本大会（３月２３日）
　　　　　・茶の里いるま　オリエンテーリング大会（４月１３日） ・サン・スーシ　オリエンテーリング大会（４月２０日）

３．大会ウェブサイトからの申込について

４．団体申込について（詳しくは団体申込要項をご覧ください。）

 ｂ）団体申込をご希望の方で、団体申込要項および団体申込用紙をお持ちでない方がいらっしゃいましたら、
お手数ですが前述の「大会及び本要項についての問い合わせ先」までご連絡ください。

☆郵送申込宛先

Ｆクラス以外・・・・・・４月３０日（水）（当日消印有効）　　
Ｆクラス・・・・・・・・・・５月１２日（月）（当日消印有効）

　1)個人参加申込用紙（必要事項を記入）
　2)プログラム返信用封筒（定型最大、切手不要)…ご自分の住所氏名、及び左下に「プログラム返信用」と記入

Ｆクラス以外・・・・・・５月５日（月）

Ｆクラス・・・・・・・・・・５月１２日（月）

 ａ）本大会で採用する団体申込は大学・地域クラブなどに限らず人数が７人以上であればご利用できます。主な団体に
は、当方から団体申込要項および団体申込用紙を送付、または大会時に配布いたします。そちらを参照の上、申込を
お願いいたします。

 
 b）郵送にて申込される方は、参加費を下記の口座に郵便振替にてお振り込みください。その際、払込書の通信欄に
氏名・参加希望クラス・成績表の要不要・Ｅカードの持参の有無を必ずご記入ください。

 c）複数の方の参加費をまとめて振り込む場合は、払込書の通信欄に、全員の名前と参加希望クラス、成績表の必要

枚数、Ｅカードの持参数を必ずご記入ください。また、実際に振り込みをなさった方の申込用紙の「複数人振替」欄の

「代表」をチェックし、その他の方の申込用紙には「依頼」をチェックした上で代表者の氏名をご記入ください。

　１月１９日以降、以下の大会を含む４月下旬までの主要な大会の会場にて申込受け付けいたしますので、ぜひご利用
ください。

　大会の公式ウェブサイト(インターネット申込)からもお申込いただけます。指示に従って入力フォームにご記入のうえ、
お申込ください。この際、スポーツエントリーへの登録（無料）が必要となります。なお、スポーツエントリーの詳しい内容
等につきましては当大会ウェブサイトをご参照ください。また、締め切りは郵送申込の場合と異なり、５月５日（月）までと
なります。
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