
第 35回　東大OLK大会　要項 version2.1

version2からの変更箇所はオレンジ色で表示しています。

開催日　2013年 6月 9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
（東京・一橋・実践女子・実践女子短期・津田塾・日本・十文字学園女子・お茶の水女子・
立教・東京医科歯科　各大学より構成）

後援　　　裾野市
　　　　　裾野市教育委員会
　　　　　静岡県オリエンテーリング協会
　　　　　日本学生オリエンテーリング連盟
　　　　　関東学生オリエンテーリング連盟

特別後援　裾野市観光協会

協賛　　　すそのギョーザ倶楽部
　　　　　こころ菓子舗まめきゅう
　　　　　もののふの里銘酒会
　　　　　山芋家
　　　　　Patisserie 富士の里

 　　　　　御菓子処清月
　　　　　O-Support
　　　　　株式会社エバニュー
　　　　　JAなんすん

競技地区　静岡県裾野市

会場　　　裾野市立富岡第一小学校

競技形式　個人によるポイントオリエンテーリング・ロングディスタンス競技
　　　　　EMIT社製電子パンチングシステムを使用

地図　　　2013年東大OLKリメイク予定
　　　　　縮尺：1/10,000（セレクションクラスのみ 1/15,000）
                   等高線間隔：5m　走行可能度：4段階表示
　　　　　Trimble社　Juno SB 使用
　　　　　旧図：2008年東京大学オリエンテーリングクラブ作成「葛山」

      　　　　 　　 1996年東京大学オリエンテーリングクラブ作成「裾野」

大会責任者　糸賀　翔大（東京大学 2011年度入学）
運営責任者　平木　達也（東京大学 2011年度入学）
競技責任者　岩田　健太郎（東京大学 2011年度入学）
渉外責任者　長友　悠（東京大学 2011年度入学）
大会コントローラー　紺野　俊介（早稲田大学 2000年度卒業）



【競技情報】
○立ち入り禁止区域
・本大会に参加を予定している方の、大会終了までの以下の競技エリアへのオリエンテーリングを
目的とする立ち入りを禁止します。

クローズドテレイン　「葛山」（2008年　東京大学オリエンテーリングクラブ作成）
  　　　　　　　　 「裾野」（1996年　東京大学オリエンテーリングクラブ作成）

○テレインプロフィール
第 18回、第 30回東大OLK大会で使用した「裾野」、「葛山」を、GPS を使用してリメイクし、第 30
回大会で使用した範囲より北側を新規に調査しました。本テレインは標高 300m～450mに位置
しており、テレイン内を新東名高速道路が南北に貫いています。植生は「スーパーA」が広く存在す

 る一方で、ハッチや藪が連続的に広がる箇所もあります。地形については全体的に急峻で、東西
に大きな尾根沢が発達しているため、体力が要求されるタフなコースになると予想されます。



○クラス、優勝時間設定、参加費

男性 女性 参加条件 参加費 備考

クラス 優勝設
定（分）

クラス 優勝設
定（分）

事前申込

エリート ME 80 WE 70 下記参照※1 3000円

レンタル E
カード

+300円

プログラム郵
送

+200円

成績表
郵送

+200円

上級者

M21A 75 W21A 60 無制限

2500円

MAS 50 WAS 40 無制限

MASS 40 無制限

M70A 40 70歳以上

M60A 50 W60A 40 60歳以上

M50A 50 W50A 40 50歳以上

M43A 50 W43A 40 43歳以上

M35A 60 W35A 50 35歳以上

M20A 60 W20A 50 20歳以下※2

M18A 50 W18A 50 高校生以下 1500円

中級者

M15 40 W15 40 中学生以下

M12 30 W12 30 小学生以下

BL/40分　（男女共通）
無制限

2500円

BS/30分　（男女共通）

学生新人 MF 40 WF 30 学生新人 1500円

セレク
ション

北東
Ms

80 北東
Ws

60 北東学連セ
レ参加者※3 2500円

北信越
Ms

80
(仮)

北信越
Ws

60
(仮)

北信越学連
セレ参加者
※3

当日申込

上級者
OA/60分　（男女共通）

無制限 3200円

My Eカードは
使用できませ

ん

成績表郵送
+200円

OAS/50分　（男女共通）

OASS/40分　（男女共通）

中級者 OBL/40分　（男女共通）

OBS/30分　（男女共通）

学生新人 OMF 40 OWF 30 学生新人 2200円

※1　エリートクラスへの参加可否は、当方で過去の実績等を考慮の上検討いたします。申込用
  　　 紙の所定の欄に、過去の大会の成績をご記入ください。選考に漏れた方は 21Aクラスに出

　　  走していただきます。その場合、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。

※２　20Aクラスは21歳以上でも学連登録が2年目以下であれば参加することができます。

※3　セレクション参加者でなく、セレクションクラスに出走したい方はその旨を申し込み
の際にお伝えください。その場合、セレクション参加者と時間を空けてのスタートとなります。

○クラスに関する諸注意
・年齢は2014年3月31日までに到達する年齢とします。
・運営の都合上、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ご
ざいます。
・男性クラスへの女性の出走は可能です。逆に、女性クラスへの男性の出走は原則として認めませ
ん。
・高校生以下の方の上・中級者クラスの参加費は、事前申し込みは1500円、当日申し込みは
2200円となります。ただしエリートクラスは3000円です。
・セレクションクラスのみ地図の縮尺は 1/15,000です。

【交通手段】
○大会バスをご利用の場合
・新宿↔会場の直行バスを3便運行いたします。所要時間は2時間程度を予定しておりますが、当日
の交通状況により前後いたしますことをご了承ください。なお、大会バスは申込の状況によって一
部追加、廃止される可能性があります。
・料金は往復3500円（小学生以下2000円）です。片道のみのご利用はできません。大会バスに関
する詳細は後日大会公式サイトにてご案内いたします。
・大会バスの申し込みはエントリーの締め切りと同時に締め切ります。
・大会バスは、基本的に申込者のスタート時間を考慮した上で、こちらで割り振らせていただきます。

〈予定〉 ※2013年4月現在
往路

新宿 →→→ 会場

1便 7:00 →→→ 9:00

2便 7:20 →→→ 9:20

3便 7:40 →→→ 9:40

復路

会場 →→→ 新宿

1便 14:00 →→→ 16:00

2便 人が集まり次第出発

3便 人が集まり次第出発

○自動車でお越しの場合
・東名自動車道裾野ICからすぐ（5分程度）にある、トヨタ自動車（株）東富士研究所の駐車場に駐
車してください。
・駐車券を発行します。200台以上駐車できるので、抽選は行いません。エントリーの際に、駐車券
発行をお選びください。
・駐車場から会場へは、バス輸送を行います。約20分で会場に着きます。



・バス輸送のため、車でお越しの場合は一台あたりで800円、エントリーの際に参加費に加えて料
金をいただきます。
・当日駐車券がなくても駐車できますが、その場合バス輸送のため1000円料金をいただきます。

○公共交通機関をご利用の場合
・JR東名ハイウェイバス「裾野」下車、徒歩 15分。
・JR東海の東海道新幹線、東海道本線、伊豆箱根鉄道の駿豆線「三島」駅より富士急シティバス
御宿・下和田方面、もしくは富士サファリパーク・ぐりんぱ・イエティ方面　「御宿」下車、徒歩3分。
・JR東海の御殿場線「岩波」駅より2.6キロ 徒歩30分。

〈参考〉
※2013年4月現在
※適当な時間に到着するものを載せていますが、普通電車は下記以外の時間のものもございま
す。

高速バス
東京→→→裾野

東京 →→→ 東名裾野

6:20 →→→ 8:04

7:40 →→→ 9:31

※片道1730円（学生1380円小人870円）

電車
東京駅→→→岩波駅

東京駅 →→→ 岩波駅
（徒歩 30分で会場）

普通列車 6:34 →→→ 9:07

新幹線利用（三島で普
通列車に乗り換え）

6:56
7:26

→→→ 8:28
9:05

東京駅→→→三島駅

東京駅 →→→ 三島駅（下記バスへ）

普通列車 6:53 →→→ 9:00

新幹線利用 7:56 →→→ 8:53

バス
三島駅→→→御宿

三島駅（始発） →→→ 裾野駅（経由） →→→ 御宿（会場すぐ）

9:10 →→→ 9:26 →→→ 9:39

9:55 →→→ 10:11 →→→ 10:23



【スケジュール(予定)】

開場時刻 8:30

当日申込受付時間 9:00~10:30

トップスタート時刻 10:30

[お申込]
○申込締切日・参加費払込締切日

4月24日（水）
・セレクションクラスも同じ締切り日です。ご注意ください。申し込みは団体申込をご利用く
ださい。
・郵送申込の締切日は当日消印有効・払込完了日とし、メール申込の締切日は当日送信有効・払
込完了日とします。

・ただしいずれの申込方法についても、学生新人クラスは 5月15日（日）締切です。
・いかなる理由があろうとも（大会中止を含む）、参加費等の返金は致しませんのでご了承く
ださい。
・間違った金額の振込をされた場合には個別に対応致しますので、要項最終ページのお問い合
わせ先（エントリー）までご連絡ください。

○申込方法
①郵送申込
・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ご郵送ください。
　〒185-0012　東京都国分寺市本町4-12-19　山口遼子　行

②メール申込
・詳細は大会公式サイトをご覧ください。

③団体申込
・メール申込をご利用ください。
・詳細は大会公式サイトをご覧ください。

※以上①～③につきましては、参加費は下記郵便総合口座にお振込みください。
　払込先：口座番号 10010-17473831
　加入者名　トウダイオーエルケータイカイウンエイイインカイ

・郵便局のATMで送金（電信振替）していただくと、手数料はかかりません。ただし電信振替には
  総合口座が必要です。
・送金の際、必ず名義人を申込者のお名前にしてください。
・他行からのお振込も可能です。その場合は下記口座をご指定ください。
  払込先：ゆうちょ銀行　〇〇八（ゼロゼロハチ）支店　普通預金　1747383
  加入者名　トウダイオーエルケータイカイウンエイイインカイ

④会場申込
・以下の大会会場にて申込受付を行います。
　3月17日　クラブ対抗リレー
　3月23日　金沢大学大会
　3月24日　全日本大会
　4   月 7日　サン・スーシ大会　関東パークOツアー2013



　4月14日　茶の里いるま大会

【プログラム・成績表】
○プログラム
・開催日の1週間前までに大会公式サイトにて公開いたします。
・郵送をご希望の方は、申込の際に「プログラム郵送」の欄にてお申込みください。
・郵送料金：200 円

○成績表
・大会終了後、大会公式サイトにて公開いたします。
・郵送をご希望の方は、申込の際に「成績表郵送」の欄にてお申込みください。
・郵送料金：200 円

【セレクションについて】
・本大会をセレクションレースに利用される場合は、
大会公式アドレス 35th comp.olk.jp(■ ■→＠)までお問い合わせください

（締切 3月24日（日）締め切りました。）

【お問い合わせ先】
・ご不明な点・質問などがございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。
　　　メール：35th comp.olk.jp (■ ■→＠)
      エントリー：35th_entry comp.olk.jp (■ ■→＠)
　電話(緊急)：糸賀　翔大(大会責任者) 090-1724-5437

大会公式サイト：http://comp.olk.jp/35/
      要項・プログラム・エントリーリスト・成績表等を掲載予定

（第 35回東大OLK大会　要項 version2.1 終わり） 

http://comp.olk.jp/35/

