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1996年度の第18回東大OLK大会で使用された「裾野」を、

GPSを導入してリメイクします。 

本テレインはテレインの真ん中を南北に貫く第二東名高速道

路によって二分され、比較的狭く人家の多い東の山塊と、人

工的に整備された杉林が大きく広がり人家のほとんどない西

の山塊の二つの山塊からなっています。

地形的には、両山塊とも急峻で尾根、沢がはっきりしており、

西側の山塊では比高50ｍ程度の尾根、沢が連続している部

分もあります。また、城跡を中心に、一部で特徴に富んだ微

地形地帯も見られます。 

植生に関しては、全体的に良好ではありますが、尾根、沢を

貫く道が少ないこともあり、体力とナビゲーション能力の双

方を要求されるタフなコースとなるで しょう。

なお、第二東名高速道路付近の地形は旧マップに比べて大幅

に変わっています。

また、日本を代表するプロマッパーである Rob Plowrightが

大半の調査を担当しており、精度の高い地図が提供されます。

 

・ 年齢は2009年 3 月31 日

までに到達する年齢とします。

・ 運営の都合上、ウイニン

グ等の競技に関する情報の変

更や、クラスの変更・分割・

統合を予告なく行う場合があ

ります。

・ 男性クラスへの女性の出

走は可能です。原則として女

性クラスへの男性の出走は認

めません。

・ G/OG クラスは１グループ

あたりの値段となります。

・ N/G/ON/OG クラスに出走

する小学生低学年以下の方は、

必ず保護者の方が同伴の上ご

参加ください。

・ エリートクラスの参加可

否は、当方で過去の実績等を

考慮の上検討します。申込用

紙の所定の欄に過去の大会の

成績をお書きください。

・ エリート選考にもれた方

は、21Aクラスを走っていた

だきます。事前にお支払いい

ただいた参加費との差額は、

当日受付にて返却いたします。

男性 女性

参加条件 参加費 オプション
クラス クラス

定時間 定時間

エリート ME WE 有資格者

上級者

M21A W21A 無制限

事 MAS WAS 無制限

前 MASS ― 無制限 使用

申 M70A ―

込 M60A W60A

M50A W50A プログラム

M43A W43A 郵送

M35A W35A

M20A W20A
学連登録２年目以下

成績表郵送

北東学連セレ参加者

北信越学連セレ参加者

M18A W18A 高校生以下

中級者 

M15 W15 中学生以下 

M12 W12 小学生以下

無制限

無制限 

学生新人 MF WF 学生新人

初心者 
無制限

無制限 

上級者

無制限

当 無制限

日 無制限 使用できません

申
中級者

無制限

込 無制限

学生新人 OMF OWF 学生新人 成績表郵送

初心者 
無制限

無制限 

/優勝設 /優勝設

/80分 /70分 3200円

/70分 /60分

2700円

/50分 /40分 マイEカード

/40分 

/40分 70歳以上 -200円

/50分 /40分 60歳以上

/50分 /40分 50歳以上 

/50分 /50分 43歳以上

/60分 /50分 35歳以上 +200円

/60分 /50分
または20歳以下

北東Ms / 70 分 北東Ws / 60 分 +200円 

北信越Ms / 70 分 北信越Ws / 60 分

/50分 /40分

1700円/40分 /30分 

/30分 /30分

BL  /40分  (男女共通)
2700円

BS  /30分  (男女共通)

/40分 /40分 1700円

N (個人)
500円 

G (グループ) 

 OA   /60分 (男女共通)

3200円

OAS  /40分 (男女共通) マイEカードは

OASS /30分 (男女共通)

OBL　 /50分 (男女共通)

OBS  /20分  (男女共通)

/40分 /40分 2200円

ON(個人)
700円 

＋200円

OG(グループ) 

当日開場時刻

当日申込受付時間

トップスタート時刻

9：00

9：00～11：00（地図の枚数に限りがありますので、お早めに受付にてお申込ください）

10：30（当日申込の方は12:00）



 

渋谷駅より、割安で大会専用バスを運行いたします。

会場までは片道約 90分、料金は片道1500円、往復で 3000円

です。

専用バスは原則事前申込となります。ご乗車を希望の方は、

申込用紙の「専用バス券」の欄に○をしてください。

バスは 7:30より順次運行いたしますが、便につきましては、

スタート時間にあわせて運営側で割り振らせていただきます。

特に希望のある方は申込用紙にお書きください。便の詳細は、

5 月下旬までに公式サイト・プログラム郵送にてお知らせし

ます。

渋滞等により、バスの到着が遅れることがございます。ご了

承ください。

※大会専用バスは参加申込終了後も、追加申込を受け付けま

す。その際料金は若干高くなります。詳細は公式サイトをご

覧ください。

ＪＲ御殿場線裾野駅から富士急シティバス｢東急千福が丘｣行

きをご利用のうえ、｢ショッピングセンター｣にて下車くださ

い。バス停から会場までは徒歩 2分です。

なお、大会当日はバスの増便を予定しております。詳しくは

プログラムをご覧ください。

東名裾野ICより、会場まで約 15分です。本要項発行時点で

は、十分な数の駐車場が確保できていません。駐車券を発行

しますので、ご希望の方は必ず、申し込み用紙の駐車場の欄

に○をしてください。

なお、駐車券は無料です。駐車券希望者多数の場合は抽選と

なります。抽選結果は、5 月下旬までに公式サイト・プログ

ラム郵送にてお知らせします。

個人情報保護法に基づき、参加者の個人情報を大会運営以外の用途で使用いたしません。

以下の2つの大会を含む 5 月上旬までの主要な大会の会場に

て、申込受付を行います。

・ 世界選手権選考会（4/12～13）

・ 茶の里いるま大会（4/20）

必要事項をご記入の上、個人参加申込用紙を以下の宛先に郵

送してください。

参加費を下記口座に郵便振替にて払い込んでください。なお、

払込手数料が別途かかります。払込書（青色）の通信欄に氏

名 ・ 参加希望クラスをご記入ください。

申し込み締め切りは、4      月      30      日  （水）消印有効  です。

学生新人クラスに参加される方のみ、締め切りは5      月      9      日  

（金）消印有効とします。

※複数人分まとめて払い込む場合

代表して払い込む方は、払込書の通信欄に参加者全員の名前・

クラスをご記入のうえ、申込書の「複数人払込」欄の「代表」

に○をしてください。依頼する方は同欄の「依頼」に○をし、

代表者名をご記入ください。



スポーツエントリーを利用してお申し込みいただけます。締

め切りは、4      月      30      日（  水  ）  です。

なお、学生新人クラスにお申し込みの方は、5月 1日以降は

「団体申し込み」にてお申し込みください。このときに限り

ましては、5人未満でも団体申し込みをご利用いただけます。

締め切りは、5      月      9      日（金）  です。

振り込み手数料が別途かかります。くわしくは、公式サイト

をごらんください。

同一大学・地域クラブでなくとも5 名以上で団体申込が可能

です。公式サイトよりエクセルシートをダウンロード･ご記

入のうえ、メールに添付してentry_30th@comp.olk.jpまで

ご送信ください。参加費は、前頁掲載の口座に郵便振替にて

払い込んでください。なお、振込手数料が別途かかります。

くわしくは公式サイトをご覧ください。

開催日の１週間前までに、公式サイト上にて公開します。

郵送をご希望の方は、申込の際に「プログラム郵送」欄の

「あり」に○をしてください。

郵送料金は200円となっております。 

大会終了後、公式サイト上にて公開します。

郵送をご希望の方は、申込の際に「成績表郵送」欄の「あり」

に○をしてください。大会当日にも受付を行います。

郵送料金は200円となっております。

・ 不測の事態により、大会の開催が不可能だと主催者が判

断することがあります。参加者へのお知らせ方法は後日発行

のプログラムに掲載いたします。

・ いかなる理由によって大会の中止が決まった場合でも、

参加費の返金はいたしません。

・ コンパスは受付にて貸出します。貸出時に保証金として

2,000 円をお預かりし、コンパスご返却時に返金します。

・ レンタルしたE カードの紛失・破損の際には実費をいた

だきます。あらかじめご了承ください。

・ 本大会では傷害保険に加入しておりますが、競技中の事

故等には責任を負いかねます。危険防止のためご自分の実力

に見合ったクラスにお申込ください。また、怪我の際に備え

保険証またはそのコピーをご持参ください。

・ 競技の服装は肌の露出しない長袖長ズボンを推奨します。

短パン、半ズボンでの出走は禁止します。

・ 大会出場中の映像・写真・記録等のインターネット等へ

の掲載権は、主催者に属します。

大会ウェブサイト

　http://comp.olk.jp/30/

メール（推奨）

　エントリー関係･･･entry_30th@comp.olk.jp

　その他のお問い合わせ・・・30th@comp.olk.jp

電話

　大会責任者･････中山史野（090-4541-0957）


