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第 38 回東大 OLK 大会ナビゲーションチャレンジクラス 要項（改訂 2 版） 

※初版からの変更点を黄色で、改訂版からの変更点を水色で表記しております。 

1.概要                                                      

 

◆正式名称    第 38回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 

 

◆開催日 2016年 6月 5日（日） 雨天決行・荒天中止 

 

◆主催/主管 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・十文字学園女子・お茶の水女子・立教・ 

 武蔵野・跡見学園女子 各大学により構成） 

 

大会責任者  河野 大和（東京大学 2014年度入学） 

運営責任者  田中 翔大（東京大学 2014年度入学） 

競技責任者/コース設定者 竹内 元哉（東京大学 2014年度入学） 

渉外責任者  増田 健也（東京大学 2014年度入学） 

大会コントローラ  石澤 俊崇（早稲田大学 1993年度入学） 

ナビゲーション講習会講師 田島 利佳（OMM JAPAN 2016 テクニカルディレクター） 

 

◆後援 東吾妻町 

 東吾妻町教育委員会 

 群馬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 

 上毛新聞社 

 

◆協賛 O-Support 

 桔梗館 

 小山農園 

 丸源清月堂 

 浅間酒造 

 大澤屋 

 

◆開催地 群馬県吾妻郡東吾妻町 

 

◆会場 東吾妻町立旧太田中学校 

 

◆開場時刻 8:30 
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◆トップスタート時刻 10:30 

 

◆会場閉鎖時刻 16:30 

 

当クラスは、11 月 12 日（土）～13 日（日）長野県大町市で開催される、キャンプ泊を含めた 2 日間のナビゲーションイ

ベント（ロングポイントオリエンテーリングとロゲイニング）、OMM JAPAN 2016（Original Mountain Marathon）参加希

望者を対象としています。 

 OMM JAPAN 2016 に関する詳細は OMM JAPAN オフィシャルサイト（http://theomm.jp）をご覧ください。 

 

2.競技情報                                                   

 

◆使用地図 2016年東大 OLK リメイク予定 

 旧図：「吾妻太田」（1992年東大 OLK作成） 

 縮尺：1/15,000（予定） 

 等高線間隔：5m 

 走行可能度：4段階表示 

 Trimble社 JunoSB・Juno3B使用 

 

・OMM に必要と思われる難易度で、比較的長い約 9km のコースをご用意いたします。 

・当クラスに限り、競技時間は 3時間です。 

・定員はペアと個人を合わせて 90組です。定員に達した時点で申込を締切とさせていただきます。 

・ナビゲーションや地図読みが初めての方には、要項 ver.2記載の B クラスまたは N/G クラスへのご参加をおすすめいたします。 

 

 クラス 参加条件 1人あたり参加費 備考 

事前申込 

のみ 

ナビゲーションチャレンジクラス 

（※1） 

OMM JAPAN 2016 

参加希望者 

4000円 

（※2） 

ペア・個人 

どちらでも参加可能 

 

（※1）地図記号の凡例がございます。コントロール位置説明は日本語となっております。 

（※2）マイ E カードはご使用できません。参加費にはレンタル E カード代も含まれております。 

 

3.ナビゲーション講習会                                             

 

レース前にはOMMに必要とされるナビゲーションスキルのレクチャーとオリエンテーリング地図の説明、レース後には振り返りなどを

予定しております。担当は、OMM JAPAN 2016 テクニカルディレクターの田島利佳さんです。 

 

 

 

http://theomm.jp/
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4.招待選手紹介                                               

 

以下の選手を本クラスの招待選手として無料でご招待いたします。 

 

福西 佑紀 

村越 真 

TEAM阿闍梨所属。東大OLKのOBでもあるお二方が、招待選手としてナビゲーションチャレンジクラスに出場します。レース後、

ルートやラップタイムの比較ができます。また、どのようにプランして進んだかなどのお話をしてくださることでしょう。 

 

5.エントリー                                                    

 

◆お申込み方法 

 

 以下の①②③のいずれかをご利用ください。 

 

①メール申込 

 詳細はナビゲーションチャレンジクラス専用サイト（http://comp.olk.jp/38/nc.html#entry）をご覧ください。お申込の際

には、ナビゲーションチャレンジクラス専用の参加申込用紙をご利用ください。 

 

②郵送申込 

 ナビゲーションクラス専用サイト（http://comp.olk.jp/38/nc.html#entry）よりナビゲーションチャレンジクラス専用の参

加申込用紙をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、以下の宛先にご郵送ください。 

 〒112-0011 東京都文京区千石 4-36-11 フォーラム千石 105 加藤岬 行 

 

※以上①②につきましては、参加費は下記ゆうちょ銀行総合口座にお振込みください。 

振込先：記号番号 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 

・ゆうちょ銀行の 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。但し、電信振替には総合口座が必要です。 

・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。 

振込先：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 

 

③会場申込 

以下の大会会場にて申込受付を行う予定です。 

 3月 27日（日） 金沢大学大会（福井）【終了しました】 

 3月 27日（日） クラブ対抗リレー（埼玉）【終了しました】 

 4月 10日（日） 日本代表選考会（静岡）【終了しました】 

 4月 24日（日） 茶の里いるま大会（埼玉） 

http://comp.olk.jp/38/nc.html#entry
http://comp.olk.jp/38/nc.html#entry
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◆お申込締切日・参加費振込締切日 

  5月 2日（月） 

・郵送申込の締切日は当日消印有効・振込完了日とし、メール申込の締切日は当日送信有効・振込完了日とします。 

・大会中止を含めていかなる理由があろうとも、参加費等の返金はいたしませんので予めご了承ください。 

・間違った金額のお振込をされた場合には個別に対応いたしますので、エントリー用アドレス（38th_entry★comp.olk.jp

（★→@））までご連絡ください。 

 

6.交通手段                                                    

 

◆大会専用バスでお越しの場合 

 

・池袋駅⇔会場の直通バスを運行いたします。所要時間は約 150 分を予定しております。但し、当日の交通状況により前後す

る可能性がございますので、あらかじめご了承ください。 

・バス乗車料金は往復 4500円（小学生以下は 3000円）です。片道のみのご利用はできません。 

・ご利用をご希望の方は、お申込の際に「交通」の欄にてお申込み下さい。 

・往路で乗車する大会専用バスは、基本的に申込まれた方のスタート時刻を考慮したうえで、こちらで指定させていただきます。ご

要望がございましたら、申込の際に「備考」の欄にご記入ください。 

・復路の運行予定は後日、大会公式サイトにてご案内いたします。交通状況により池袋駅への到着が遅れる場合がございます。

あらかじめご了承ください。 

・お申込の状況により、大会専用バスの本数および乗車料金が変更される可能性がございます。また、希望者が多数の場合は

抽選とさせていただく場合がございます。その際、抽選に漏れた場合は鉄道など公共交通機関のご利用をお願いいたします。また、

抽選に漏れた場合のバス乗車料金は、大会当日に会場にて返金いたします。 

 

【大会専用バス運行予定（往路）】（2016年 3月現在） 

 池袋駅出発時刻 会場到着時刻 

1便 6:15 8:45 

2便 6:30 9:00 

3便 6:45 9:15 

4便 7:00 9:30 
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◆自動車でお越しの場合 

 

 関越自動車道「渋川伊香保」I.C.→国道 17号→県道 35号で約 35分 

 

・駐車場として、東吾妻町立旧太田中学校校庭のご用意を予定しております。但し、他の駐車場のご用意も検討しております。

ご利用をご希望の方は、お申込の際に「交通」の欄にてお申込みください。 

・希望者が多数の場合は抽選で駐車券を発行させていただきます。その場合、抽選結果はお申込締切後に大会公式サイトに

記載いたします。抽選に漏れた場合は、池袋からの大会専用バスや鉄道をご利用ください。また、抽選に漏れた場合のバス乗車

料金は、大会当日に会場にて返金いたします。また、抽選に漏れた場合に大会専用バスのご利用をご希望の方は、申し込みの

際に「交通」の欄にて「自動車・第二希望大会バス」をお選びください。その際のバス乗車料金のお支払い方法については、抽選

漏れの連絡時に併せてお知らせいたします。 

 

◆鉄道でお越しの場合 

 

 JR吾妻線「中之条」駅より徒歩約 30分 

 

【JR吾妻線時刻表】（2016年 4月現在） 

JR高崎駅出発時刻  JR中之条駅到着時刻 

7:25 → 吾妻線 普通列車 → 8:20 

8:46 → 吾妻線 普通列車 → 9:39 

10:21 → 吾妻線 特急草津 31号 → 11:00 

 

 鉄道をご利用の場合、スタート時刻に間に合わない可能性がございます。大会専用バス及び自動車のご利用を推奨いた

します。 

 

7.お問い合わせ先                                               

 

ご不明な点やご質問などがございましたら、エントリーに関することはエントリー用アドレス、それ以外のことはお問い合わせ用アド

レスまでご連絡ください。 

 エントリー用アドレス：   38th_entry★comp.olk.jp（★→@） 

 お問い合わせ用アドレス：38th★comp.olk.jp（★→@） 

 第 38回東大 OLK大会公式サイト：  http://comp.olk.jp/38/ 

 ナビゲーションチャレンジクラス専用サイト：http://comp.olk.jp/38/nc.html 

 

（第 38回東大 OLK大会 ナビゲーションチャレンジクラス要項 終わり） 

http://comp.olk.jp/38/
http://comp.olk.jp/38/nc.html

