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1. ご挨拶

大会責任者 佐藤 遼平

緑照り映える時節、第 39 回東京大学オリエンテーリングクラブ大会にご参加いただき、心より感
謝申し上げます。今年度も大変多くの方にお申し込みいただき、運営者一同、嬉しい限りです。
今年度の開催地は静岡県裾野市。日に照らされ輝く富士山や、愛鷹山から流れる清流の数々など
風光明媚なこの地で 4 年ぶり 5 度目の開催となります。
ベテランの皆様は地図の変化に趣を感じ、初めて走る方はこの 30 年にわたり愛され続けてきたこ
の美しいテレインに感動を憶えることでしょう。40 日にわたる地図調査における、運営者の汗と
涙の結晶である地図にも注目してみてください。
今年度のテーマは「会場で、競技で、演出で、全てで楽しめる大会を。」
運営者一人一人がおもてなしの意識を持ち、誰もが常に「この大会は楽しい」と思える大会とな
るよう努力してきました。
その意趣を凝らした取り組みひとつひとつにご注目いただき、大会運営の新しい形にふれていた
だければ嬉しいです。
今大会では、昨年度に続き、体力、ナビゲーション、野営技術など、「山の総合力」が求められる
OMMの愛好者を対象にした「ナビゲーションチャレンジクラス」を開設しております。
OMM、トレイルラン愛好者が他のオリエンテーリング大会に興味を持っていただく機会、またオ
リエンテーリング愛好者との相互交流のきっかけとなれば幸いです。
最後となりましたが、毎回の地図調査を温かく見守り、また様々な形でご支援いただきました裾
野市の皆様、ご後援、ご協賛いただいた企業の皆様をはじめ、本大会を開催するにあたって多大
なるご支援をいただいた皆様に厚く御礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
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2. 大会概要

正式名称 第 39 回東京大学オリエンテーリングクラブ大会

開催日 2017 年 6月 4 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（以下「東大OLK」と呼称）
（東京・一橋・実践女子・津田塾・十文字学園女子・お茶の水女子・立教・
   跡見学園女子・中央・聖心女子・東洋・東洋学園・法政 各大学により構成）

大会責任者 佐藤 遼平 （東京大学 2015 年度入学）
運営責任者 岡 遼汰郎 （東京大学 2015 年度入学）
競技責任者・コース設定者 宮本 樹 （東京大学 2015 年度入学）
渉外責任者 濱宇津 佑亮 （東京大学 2015 年度入学）
大会コントローラ 田濃 邦彦 （静岡大学 1994 年度入学）

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

協賛 O-Support EVERNEW TRIMTEX
景ヶ島バーベキュー お菓子処 清月 海野製麺所
土屋商店 JAなんすん 菓匠 竹水園
タイコーホーム 深良乳販 六文亭
スタジオO&K やさい食堂 楽風 三島信用金庫裾野東支店
鈴木凸版印刷 もののふの里銘酒会 渡辺製麺
中山産商 渡邊工業 富士の里洋菓子店
ふる里 ミツマル燻製所 裾野市上下水道課
和風れすとらん みよし 静岡銀行裾野支店 清水銀行裾野支店
沼津信用金庫裾野北支店 三島信用金庫裾野支店

開催地 静岡県裾野市
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会場 裾野市立富岡第一小学校

駐車場 中里グラウンド （第一駐車場）
市民プールと福祉保健会館 （第二駐車場）

気象情報
本大会が開催される 6月 4 日の静岡県裾野市周辺の過去 5 年間の気象情報を掲載いたします。
観測地点：静岡県御殿場市（北緯 35 度 18.3分 東経 138 度 55.6分 標高 472m）

御殿場

年月日
気温（℃）

日照時間（h） 降水量（mm）
平均 最高 最低

2016/6/4 17.6 21.7 12.7 6.5 0.0
2015/6/4 19.4 24.4 14.7 10.5 0.5
2014/6/4 20.1 25.8 16.6 5.5 0.0
2013/6/4 19.3 25.6 13.1 12.4 0.0
2012/6/4 18.0 23.6 12.3 9.4 0.0

※気象庁「過去の気象データ」（http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）を
もとに作成
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3. 当日の流れ
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4. 競技情報

競技形式
個人によるポイントオリエンテーリング
EMIT社製電子パンチングシステムを使用（マイ Eカード使用可）

使用地図
2017 年東大OLKリメイク
旧図：「裾野〜もののふの里〜」（2013 年東大OLK作成）
縮尺：1/10,000（Eクラス、21Aクラスのみ 1/15,000）
サイズ：A4
等高線間隔：5m
走行可能度：4段階表示
Trimble社 Juno 3B・Juno SB 使用

競技規則
本大会の競技は、日本オリエンテーリング協会の定める「日本オリエンテーリング競技規則」に
基づきます。

特殊記号
本大会の地図には右のような特殊記号が使用されております。

コントロール位置説明
コントロール位置説明は縦 180mm×横 60mm を超えない大きさです。
コントロール位置説明を全クラススタート枠にて配布いたします。また、コントロール位置説明は
地図にも印刷されております。N/Gクラスは日本語によるコントロール位置説明を併記いたしま
す。
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テレインプロフィール
本テレインは愛鷹山の東山麓の比高 200〜500m に位置している片斜面のテレインである。急峻
な尾根沢が発達している一方、尾根上には緩い部分も存在する。植生はおおむね良好であるが、
部分的に笹藪の発達しているところもある。
また、テレイン内には鎌倉時代から戦国時代にかけて使用された城の跡が存在する。ここに居城
していた葛山氏は藤原道長の甥伊周が祖と考えられており、武田氏が滅ぶまで約 500 年間治めて
いた。
テレインの南北には、橋脚部分に蛇腹構造を用い強度を高めた新東名高速道路が通過していて、
新しさと古さを同時に楽しめる場所ではないだろうか。
なお、テレイン内では富士山や駿河湾などの絶景があなたを待ち受けているかもしれない。

コースプロフィール
東西に尾根が走っているため、ロングを走りきる体力･走力に加えて登坂力が試されるコースと
なっている。また、体力の消耗を最小限に抑えるルートチョイスが求められる。

救護所・給水所
•テレイン内に 1 か所救護所を設けます。救護所にて役員から救護処置を受けた場合は失格となり
ます。

•テレイン内に 3 か所の給水所を設けます。救護所に併設されている給水所と、独立した有人給水
所が 2 か所あります。全てのクラスでいずれかの給水所の通過が想定されるコースになっており
ますが、ルートによっては通過しない可能性がありますのでご注意ください。

エリートクラスの給水通過想定は以下の通りです。
ME 15% 55% 65%
WE 25% 30% 50% 75%
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事前申込クラス情報
男性

クラス 距離（km） 登距離（m） コントロール数 優勝設定（分） 申込者数（人）
ME 9.1 560 24 80 93

M21A1 6.3 420 17 65
162

M21A2 6.3 410 17 65
MAS 4.1 240 13 45 30
MASS 3.5 240 11 35 20
M70A 3.0 180 11 45 15
M60A 3.5 240 11 50 22
M50A 4.1 240 13 50 40
M43A 4.9 270 14 55 20
M35A 5.6 340 15 55 10
M20A 5.0 320 14 50 63
M18A 4.3 270 11 50 3
M12 2.2 125 9 40 1
MF 2.9 210 10 35 55

女性
クラス 距離（km） 登距離（m） コントロール数 優勝設定（分） 申込者数（人）
WE 6.0 380 18 75 39

W21A 4.9 270 14 65 46
WAS 3.5 240 11 60 19

W70A 2.8 125 8 55 2
W60A 2.8 125 8 50 5
W50A 3.0 180 11 45 8
W35A 4.1 240 13 65 10
W20A 3.5 240 11 50 13

WF 2.2 125 9 40 14
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男女共通
クラス 距離（km） 登距離（m） コントロール数 優勝設定（分） 申込者数（人）
BL 4.5 305 11 50 9
BS 2.9 210 10 45 4
N/G 2.2 125 9 40 8

※縮尺は Eクラス、21Aクラスのみ 1/15,000、その他のクラスは 1/10,000 です。
※M21Aは申込者多数のため 2 レーンに分割いたします。
※M15、W43A、W18A、W15、W12 は申込者なしのため廃止いたしました。
※ME、MAS、MASS、M50A、M43A、M35A、WFにつきましては要項 2.2 より優勝設定時
間を変更しております。
※当日申込クラスに関する情報は「6.   申込・受付  」に記載にしております。

調査依頼
調査依頼は本部にて受け付けております。締切は 16:15 です。
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5. 交通

大会専用バスをご利用の場合
当日のみ、新宿〜会場間の専用バスを運行いたします。詳細は以下をご覧ください。

往路 集合時刻 6:50
出発時刻 7:00
所要時間 約 130分

地図の★マークの場所（工学院大学前）にご集合ください。
•事前にお申込みされた方のみが対象となります。
•途中休憩はございません。
•運賃は要項記載のものより 500円値上げして 3500円となります。値上げとなってしまったこと
をお詫び申し上げます。当日ご乗車の際に 3500円をお支払いください。既に振込をされた方は
お手数ですが、ご乗車の際に 500円をお支払いください。到着後は役員の指示に従って会場ま
でお進みください。

•バスの到着が大幅に遅れた場合はスタート時刻を遅らせる等の対応をいたします。
•当日の緊急のご連絡は以下の連絡先までお願いいたします。
  バス責任者 國分 英（こくぶん けい） TEL：090-2333-8154

復路 出発時刻 16:00頃
※大会進行の都合上、時間が前後する場合がございますので、当日の公式掲示板やアナウンスに
ご注意ください。
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自家用車をご利用の場合
•東名高速道路裾野 IC から 10〜15分。
•駐車券の発行は行いません。
•駐車料金は無料です。
•中里グラウンド（裾野市葛山 749-1）を第一駐車場、市民プールと福祉保健会館（裾野市石脇
524-1）を第二駐車場としてご用意しております。

•事前に駐車場を振り分けておりますので、駐車場を利用される方は大会公式サイトに掲載された
駐車場振り分け表をご確認の上、指定された駐車場をご利用ください。 

•第一駐車場から会場までは徒歩約 10分、第二駐車場から会場までは徒歩約 15分です。
•ＪＡなんすん駐車場（裾野市御宿 690）を乗降場としてご用意しております。同乗者と荷物の乗
降のみ可能です。速やかなご乗降にご協力ください。

•各駐車場の位置は以下の地図をご覧ください。駐車場から会場までのテープ誘導はございません。
以下の地図を見てご来場ください。

各駐車場から会場までのご来場方法
第一駐車場から
駐車場を出て左折。県道 24号との交差点（信号無し）を東名高速道路をくぐる方向に進むと、右
手に会場がございます。
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第二駐車場から
駐車場をでてすぐの信号（福祉保健会館前）を右折し、2 つ目の信号（御宿平山西）を右折。その
道を 600mほど進むと、左手に会場がございます。 

注意事項
•当日参加者用の駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
•駐車場が満車の場合、他の駐車場に案内される可能性があります。そのことによりスタート時刻
に遅れた場合自己責任となります。（遅刻枠からの出走となります。）

•駐車場内での事故・トラブルにつきましては、当方では責任を負いかねます。 
•駐車場内で物損事故を起こし賠償が発生した場合、全額参加者負担となります。 
•特に第一駐車場は競技エリアに隣接しています。絶対に立ち入らないでください。 

公共交通機関をご利用の場合
電車をご利用の場合
ＪＲ御殿場線「岩波」駅より徒歩約 30分です。詳細は以下の地図をご覧ください。

岩波駅から会場までのご来場方法
改札をでたら目の前の道を左へ。つきあたりの信号（深良新田）を左折し、３つ目の信号（御宿
上谷）を右折。その後つきあたりの信号（富一小東）を右折すると、左手に会場がございます。 
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往路時刻表（2017 年 5月現在）
普通列車 小田急小田原線・JR御殿場線（新松田駅で乗り換え）
ICカード利用で 1442円 ただし松田〜岩波間は ICカード利用不可

新宿発 岩波着
5:46 8:17
6:31 9:08
7:11 9:41

小田急小田原線・JR御殿場線
小田急小田原線新宿駅で特急あさぎり乗車、JR御殿場線御殿場駅で乗り換え
ICカード利用不可
3180円

新宿発 岩波着
6:45 8:41

東海道新幹線・JR東海道本線・JR御殿場線（三島駅、沼津駅で乗り換え）
4520円

東京発 岩波着
6:56 8:29
7:26 9:08
7:56 9:34

復路 岩波駅時刻表
御殿場・松田方面 沼津・三島方面
14:00 14:12
14:24 14:53
15:20 15:20
15:53 15:53
16:22 16:22
16:53 16:53
17:24 17:23

※JR東日本区間から JR東海区間をまたいでの ICカード利用はできませんのでご注意ください。
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高速バスをご利用の場合
•JR東京駅から高速バス「東名ハイウェイバス」が出ております。
•「東名裾野」バス停より徒歩約 10分です。以下の地図をご覧ください。

6. 申込・受付

当日参加申込
会場にて申込用紙に必要事項を記入し、お申込みください。当日申込受付時間は 8:30〜10:30 と
なっておりますが、出走可能人数に限りがありますので、お早めにお申込みください。
当日参加申込をされる方のスタート時刻は 12:02 以降となります。あらかじめご了承ください。

当日申込クラス情報・参加費
クラス 距離（km） 登距離（m） コントロール数 優勝設定（分） 参加費
OA 5.6 340 15 55

3000円
（※1）

OAS 4.1 240 13 45
OASS 3.5 240 11 35
OBL 4.5 305 11 50
OBS 2.9 210 10 45
OMF 2.9 210 10 35

1500円
OWF 2.2 125 9 40
ON/OG 2.2 125 9 40 500円（※2）
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※1 高校生以下の方は 1500円です。
※2 ON クラスに参加される小学校低学年以下の方は、必ず保護者の方同伴のうえでご参加くださ
い。OGクラスは 1 グループあたりの参加費です。
※3 レンタルEカードをご利用の場合は別途 300円を頂きます。

マイ Eカードを忘れた場合・Eカード番号変更申告
マイ Eカードを忘れた場合、受付にて 300円をお支払いのうえ、レンタルEカードをお受け取り
ください。Eカード番号に変更がある方は、受付にて訂正をお申し出ください。

代走申請
代走を希望する方は必ず受付にお申し出ください。代走の場合は表彰対象外となり、成績は参考
記録となります。なお、ME、WEに関しては代走を認めません。
男性クラスへの女性の出走は可能ですが、女性クラスへの男性の出走は原則として認めません。

コンパス貸出
受付にてコンパスの貸出に応じます。その際、保証金 2000円をお預かりします。保証金はコンパ
ス返却時にお返しいたします。

欠席者地図返却・地図販売
13:00頃から受付にて欠席者の地図返却および地図販売を行います。

大会 T シャツ・大会グッズ販売
受付にて大会 T シャツ・大会グッズの販売を行います。無くなり次第終了となります。あらかじめ
ご了承ください。

日本学連賛助会員登録・更新
受付にて登録・更新を承ります。登録・更新の際に、本大会で使用するテレインの全コントロー
ル図を差し上げます。詳細は以下の Web サイトをご覧ください。
日本オリエンテーリング連盟賛助会員登録：
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=4&itemid=724

大会報告書の郵送受付
13:00頃から受付にて大会報告書の郵送受付を開始いたします。お申込の方には本大会の大会報
告書を 1部 200円で郵送いたします。
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競技に関するお問合わせ
競技に関するお問合わせは本部にて承ります。その他の事項に関するお問合わせは受付にて承り
ます。

7. 会場

開場・会場閉鎖
会場の開場時刻は 8:30、閉鎖時刻は 16:30 です。

会場
会場は体育館です。会場内レイアウトなど詳細は以下の図をご覧ください。

17
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ゼッケン袋置き場
事前申込の方のゼッケン袋は体育館内ステージ上にございます。ゼッケン袋の中にはゼッケン、
バックアップラベル、安全ピン、レンタルEカード、アンケートなどが入っています。

更衣室
男女共に更衣室は体育館より徒歩約 3分の富岡支所（富岡コミュニティセンター）2階にござい
ます。小会議室を男子更衣室、和室を女子更衣室としてご利用頂けます。更衣室内に荷物を置くこ
とはできません。
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公式掲示板
体育館出入り口付近に設置し、競技に関する情報・変更点をお知らせいたします。公式掲示板は
必ずご確認ください。

速報掲示板
ステージ向かって左手に速報掲示板を設置し、競技の結果速報をお知らせいたします。

お手洗い
お手洗いは体育館内と体育館横校庭の 2ヶ所をご利用頂けます。

アクティベート
体育館入り口横にアクティベートユニットを設置いたします。スタート地区へ向かう前に必ず E
カードの動作確認を行ってください。

表彰
•事前申込の各クラスおよびにおきまして上位者の方々を表彰し、表彰状と協賛企業各社から頂い
た賞品を贈呈いたします。

•表彰対象は、Eクラス、Fクラスは上位 6名、その他クラスは上位 3名の方です。
•前日大会の表彰も行います。表彰対象等、詳細は前日大会プログラムをご覧ください。
•表彰は 13:30頃から随時行います。
•表彰対象の方は、アナウンスの際に体育館の舞台前にお集まりください。

親子スペース
未就学児のお子様とその親御様を対象にご利用頂ける親子スペースを設置いたします。必ず親御様
同伴でのご利用とさせて頂き、お子様のみでのご利用はご遠慮ください。託児所ではございませ
んので各自の責任でのご利用をお願いいたします。

アンケート
大会アンケート用紙をゼッケン袋に同封しておりますので、ご協力をお願いいたします。回収は体
育館内に設置するアンケート回収ボックスにて行います。

19



防寒着輸送
雨天時のみスタート地区からの防寒着の輸送を行います。防寒着の返却は体育館内で行います。防
寒着輸送の有無は当日公式掲示板でお知らせいたします。

軽食・物品販売
体育館入り口前にて弁当や軽食、物品の販売を行います。販売は 10:00〜16:00頃を予定してお
ります。弁当の事前予約をした方は、「清月」の出店にてお支払い・弁当のお受け取りをお願い
いたします。
販売品の詳細は「13.   販売品紹介  」よりご覧ください。

注意事項
•体育館内は飲食厳禁です。体育館外や、渡り廊下をご利用ください。

•渡り廊下は土足厳禁です。

•ゴミは各自でお持ち帰りください。

8. 競技の流れ

スタート

会場からスタート地区まで
•青色テープ誘導および地図誘導で徒歩約 50分です。
•途中、フィニッシュ地区からの紫色テープ誘導と合流箇所がございますので、間違えないようご
注意ください。

•途中に歩測区間（100m）を設けます。
•ウォーミングアップは会場からスタート地区までの区間で各自行ってください。ただし誘導区間
内にはすれ違いが困難な狭い道幅の箇所もございますのでご注意ください。

•道幅が狭く、車の通行量も多いため、通行の際は互いに譲り合うようお願いいたします。
•スタート地区では、黄色テープより先には立ち入らないようご注意ください。
•スタート閉鎖は 12:30 です。
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遅刻
遅刻者は遅刻枠からの出走となります。役員の指示に従ってください。タイムはスタートリスト記
載の正規時刻から計算します。なお、運営者による過失の場合はこの限りではありません。12:30
のスタート地区閉鎖以降は出走できません。

給水所
スタート地区および歩測区間に給水所を設けます。

Eカード・ゼッケン忘れ
スタート地区にて予備を用意しておりますが、数に限りがありますので、十分にご注意ください。

スタート地区レイアウト
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スタートの流れ
3分前まで
3分前枠の手前にアクティベートユニットを設置いたします。アクティベートユニットに E カード
をセットし、ユニットのランプの点灯を確認してください。万が一、ランプが点灯しない場合は役
員にお申し出ください。その場合、予備を貸し出しいたします。

3分前
ゼッケン番号が黒色の方は左側、赤色の方は真ん中、青色の方は右側の 3分前枠にそれぞれ進み、
役員より Eカードのチェックを受けてください。

2分前
自分のクラスのレーンにお進みください。全クラス 2分前枠にて、コントロール位置説明を配布
いたします。クラス別の袋から各自で取り出してください。

1分前
1分前枠に進み、箱から自分のクラスの地図を 1枚取った後、速やかにスタートユニットの前に進
んでください。地図の取り間違えにはご注意ください。地図はスタートするまで見ないでくださ
い。

10秒前
Eカードをスタートユニットにセットしそのままお待ちください。

スタート
スタートの合図と同時に Eカードをユニットから離し、出走してください。出走直後は道が狭く
なっておりますのでご注意ください。

スタートの仕方についてご不明な点がありましたら、スタート役員にお気軽にお尋ねください。
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競技中

競技方法
•EMIT社の電子パンチング計時システム（Eカード）を使用します。
•1番コントロールから順番に回り、ユニットに Eカードをパンチしてください。同じ番号のコン
トロールを続けて 2 回以上パンチした場合、最初のパンチのみが記録されます。途中で間違った
コントロールでパンチした場合は、その後正しいコントロールでパンチしてください。

•Eカードの電池が切れた場合、スタート前であればスタート役員にお申し出ください。競技中の
場合は、バックアップラベルの記録を以て正式な通過記録として扱いますので、そのまま競技を
続けてください。

競技時間
競技時間は 2 時間 30分とします。この時間を超えた場合は失格となります。競技時間を超えた場
合は競技をやめ、速やかにフィニッシュへ向かってください。特に、学生クラブなどでは新入生に
競技時間の厳守の徹底をお願いいたします。

テープ誘導・横断
•スタート地区〜スタートフラッグでは赤白ストリーマー誘導に従ってください。たどらない場合
は失格となります。

•全てのクラスで車両の通行する道路を横断・走行する場合があります。地図に横断地点の表記が
ない場合もございますが、車両の通行には十分ご注意ください。

•車道を横断する箇所では安全確保のため、誘導員を配置します。通常の場合は誘導員の指示に従
い、そのまま横断してください。車両が接近している場合は誘導員が制止しますので、無理に横
断しようとせず車両の通過をお待ちください。なお、制止されたことによって生じたタイムを差
し引くことはいたしません。あらかじめご了承ください。車両の通行の妨げにならないよう、横
断は速やかに済ますようにしてください。 

•車道に沿って走行する場合は、道の端を走行するようにしてください。

Eカード
Eカードへの加工、書き込みは禁止です。ただし、バックアップラベル落下防止のための処置はこ
の限りではありません。なお、その処置によって記録が残らなかった場合は競技者の責任としま
す。また、レンタルEカードを紛失、破損した場合には実費を頂きます。
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立入禁止区域
立入禁止区域および地図上で住宅・耕作地等と表記されている私有地・椎茸床には絶対に入らな
いでください。

救護所
救護所は給水所を兼ねています。競技者自身で手当てをした場合は支障がなければ競技を続けるこ
とができますが、役員から手当等の処置を受けた場合は失格となります。 

競技中の救護義務
怪我人を発見した場合は、速やかに場所・状況等をお近くの役員にお知らせ願います。怪我人の
救護は競技よりも優先させてください。 

諸注意
•テレイン内には笹薮が発達している箇所が存在するため、服装は肌の露出の少ない長袖長ズボン
を推奨いたします。 

•競技中、「車両通行止」「関係者以外立入禁止」「この先行き止まり」等の看板が設置されてい
る場所を通る可能性がありますが、地図に記載がなければ、競技者は通行して構いません。 

•液晶付 E カードを使用した場合でも、コントロールに表示されているコントロール識別番号と
異なった番号が液晶に表示されることがあります。正しい番号はコントロールに表示されている
コントロール識別番号になりますので、ご注意ください。

•  テレイン内の一部の場所に「競技エリアここまで」と記載された看板があります。看板から先
には立ち入らないでください。

•テレイン内に下画像のような添え木のあるエリアがありますが、通行可能です。添え木を倒した
り傷つけないようご注意ください。
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フィニッシュ

ラストコントロールからフィニッシュまで
•ラストコントロールからフィニッシュまでは車道を通行します。車両との接触事故防止のため、
赤色三角コーンを並べた競技者用レーンにより誘導を行います。レーンの様子は、当日公式掲示
板にて告知いたします。

•ラストコントロールにパンチした後、道路を横断し、レーンに入っていただきます。車の通行を
優先するため、役員から指示があった場合は止まっていただくようお願いいたします。

•競技者用レーンは大変狭くなっております。他の競技者に危険を与えないよう十分ご注意くださ
い。

フィニッシュ形式
全クラスパンチングフィニッシュです。Eカードをフィニッシュユニットにパンチした時点で競技
終了として計時いたします。フィニッシュユニットにパンチしない場合は失格になりますので、必
ずパンチしてください。

Eカード読み取り
フィニッシュ地区で Eカードの読み取りを行います。フィニッシュに到着した順番を崩さずにお並
びください。レンタルEカードは読み取り後回収いたしますので、役員にお渡しください。

地図回収
本大会では、地図回収は行いません。競技終了後、スタート前の選手に見せないようご協力くだ
さい。

給水所
フィニッシュ後、役員の誘導に従って給水所へお進みください。

フィニッシュ地区から会場まで
•紫色テープ誘導です。途中から青色テープ誘導に合流します。
•フィニッシュユニットは、青色三角コーンに固定してあります。三角コーンを倒さないようご注
意ください。

•公道及び市街地を通過していただきますので、騒ぐ、道に広がるなど地元の方に迷惑となること
のないようにお願いいたします。
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諸注意
フィニッシュ閉鎖時刻は 15:00 です。競技が終了していない場合にも必ず 15:00 までにフィニッ
シュを通過するようにしてください。棄権される方も必ずフィニッシュを通過してください。フィ
ニッシュの通過が確認できなかった方は、未帰還者として捜索対象となりますので、万が一フィ
ニッシュを通過せずに会場へ戻られた場合は必ず本部までお申し出ください。

フィニッシュ地区レイアウト
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9. 体験会

日時 大会当日の 10 時〜15 時 雨天中止
会場 裾野市立富岡第一小学校 校庭
参加費 無料

お子様や初心者の大人の方々を対象としたオリエンテーリングの体験会を開催します。
事前申込の必要はございませんので、当日会場まで直接お越しください。詳しい場所は以下の図
をご覧ください。

コース 幼稚園児〜小学生向け
大人初心者向け
チャレンジコース

難易度の異なるコースをご用意いたします。コースを完走されたお子様には景品がございます。
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また、今回の体験会では通常のオリエンテーリング体験会に加えて「ラビリンスO」を行います。
ラビリンスOとは、狭いエリアを区切って迷路にし、その中で行うオリエンテーリングです。ス
ピーディーかつ正確にポスト位置を把握することが重要となります。迷路の中でいかにポストを早
く見つけゴールするかが鍵となります。
迷路を使うことで、幼稚園児や小学生にもオリエンテーリングを楽しく体験していただくことが
でき、また、瞬時にポストを把握できないような難易度の高いコースも用意しますので、大人の
方々にもお楽しみいただけます。ぜひご家族でご参加ください。
コースは子供向けと大人向けがございます。

10. 安全対策について

本テレインでは競技中の熊の目撃例はございませんが、安全のため熊鈴の携行を推
奨いたします。

11. 大会公式サイト・Twitter

大会公式サイト： http://comp.olk.jp/39/
大会公式 Twitter： http://twitter.com/olkcomp

12. 注意事項

•大会開催前の「裾野」区域へのオリエンテーリングを目的とした立入、および会場へのO-
map「裾野」の持込は固く禁止します。立入、持込が発覚した場合は失格となります。

•テレインおよび会場は火気厳禁です。
•テレインおよび会場での喫煙、飲酒を禁止します。
•会場に入る際は、靴の泥を落としてからお入りください。
•傷害保険は主催者が締結いたしますが、補償額に限度があります。ご自身での傷害保険へのご加
入を推奨いたします。また、各自で健康保険証の持参を推奨いたします。

•ご自身の健康状態を考慮し、体調がすぐれない場合は絶対に無理をしないでください。
•地図上で立入禁止と表記された範囲には、絶対に立ち入らないでください。
•会場周辺の道路は駐車禁止です。指定された駐車場をご利用ください。
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•公序良俗に反する服装および行為はお控えください。
•運営の妨害と見なされるような行為、および公序良俗に反する行為があった場合は失格となりま
す。

•貴重品等の管理は各自でお願いいたします。盗難等について、主催者側はその責任を負いません。
•参加者が自分自身、あるいは第三者に与えた損害に対して、主催者側はその責任を負いません。
•地元の方の迷惑になるような行為は慎んでください。
•荒天および災害などやむを得ない事態が発生した場合は、主催者の判断にて大会を中止いたしま
す。その場合、参加費の返金はいたしませんので、あらかじめご了承ください。中止の場合は当
日の朝 5:30 までに大会公式サイトに中止の旨を掲載いたします。

•本大会の成績は Lap Center（http://mulka2.com/lapcenter/）に掲載いたします。氏名・所
属の掲載を希望されない方は、お問い合わせ用アドレス（39th★comp.olk.jp（★→@））まで
ご連絡ください。

•本大会に参加される方、観戦される方は、競技中・競技前後・会場において、役員もしくは東大
OLKが許可した機関が写真を撮影する可能性があります。本大会で撮影した全ての写真は、大
会サイト・大会報告書への掲載およびオリエンテーリングの普及・広報活動のために利用させて
いただくことがあります。また、一部の写真は、以下の Web サイトにて後日公開されます。
上林のオリエンテーリング写真館：http://orienphoto.main.jp/

•忘れ物の保管は 6/18（日）までです。忘れ物の情報は大会終了後、大会公式サイトに掲載いた
します。忘れ物についてのお問合わせは、お問合わせ用アドレス
（39th★comp.olk.jp（★→@））までお願いいたします。

13. 販売品紹介

景ヶ島バーベキュー
五目いなり 300円
シャカシャカポテト
（チーズ、バター醤油、カレー、コンソメ） 400円

鶏の炊き込みご飯 300円
アメリカンドッグ 100円
手羽元の甘辛揚げ 300円
コロッケ 100円
手羽先の甘辛揚げ（パーティーサイズ）
※数量限定 1100円
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海野製麺所
軽食
温そば 400円
温そば（卵入り） 450円
お土産用乾麺
山芋そば（箱入り） 1300円
山芋そば（バラ） 600円
田舎そば 430円
そうめん 380円

そば菓子 1袋 400円
3袋 1000円

清月
ソフトクリーム 300円
かき氷 250円
山菜おこわおにぎり 300円

土屋商店
裾野名物モロヘイヤ入り水餃子（3個入り） 300円
その他 富士山関連の飲料

 JAなんすん
地元野菜の直売がございます。

詳細は http://comp.olk.jp/39/files/osinagaki.pdf をご覧ください。
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14. 協賛紹介

ふる里
親子 2代で経営する小さな和菓子屋さん。そのやさしい味の饅頭を買いに、
地元のお客さんの足が絶えることはありません。まんじゅうを揚げたものや、季節限定の中身の
まんじゅうも。
TEL：055-992-6801
裾野市千福 167-1
営業時間：7:00〜17:00
定休日：月曜日
ふる里まんじゅう：１ヶ 120円

　　　　　　　　
土屋商店
B1 グランプリ常連の「すそのモロヘイヤ水餃子」や、「地酒もののふの里」「純米すその」「す
そのいちごワイン」「茶焼酎三七七六」等、裾野市の原料にこだわった商品を取り揃えておりま
す。
TEL：055-997-0941
裾野市御宿 1036-12
営業時間：7:00〜19:00
定休日：日曜
モロヘイヤ水餃子：500g 1300円

竹水園
裾野市のモロヘイヤ、苺の章姫を使ったものなど、多彩な種類、一つ一つ丁寧な手作りが人気の
和菓子屋さん。路地裏の小さなお店を、ご夫婦で経営されています。
TEL：055-992-0402
裾野市佐野 807-32
営業時間：9:00〜18:00
年中無休

白蓮の鈴　5個 450円
五竜太鼓　6個 950円など
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やさい食堂 楽風
地元の新鮮野菜を使った、健康に配慮した体に優しいお料理をいただけます。
一汁三菜ランチは安価でありながら絶品です。気軽に立ち寄れる、とても温かなお店です。
TEL：055-993-9304
裾野市石脇 586 裾野市文化センター内
営業時間：9:30〜11:00

     11:30〜17:00
定休日：月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

一汁三菜ランチ  599円（限定 10食）
HP：http://www.ra-fu.com/

裾野市もののふの里銘酒会
地産地消という言葉が出来る以前の二十数年前より、地場原材料にこだわり商品開発を続け、
「もののふの里」「純米すその」「富士山とっくり」などの名ブランドを生み出し続けています。
TEL：055-993-1553
裾野市佐野 1489-3
営業時間：9:00〜20:00
年中無休

本醸造 720ml　1080円
HP：http://www.3776-mononofu.com/index.html

和風れすとらん みよし
地産地消をモットーに厳選された旬の食材、新鮮な魚介類、安心安全な牛ステーキ、健康麦豚を
使用したこだわりとんかつ等和食をベースにバラエティ豊かに楽しめる和風レストランです。
TEL：055-993-5555
裾野市御宿 136-1
営業時間：11:00〜14:30

     17:00〜21:30
年中無休

HP：http://miyoshi-res.com/shop/index.html
ステーキ旬彩和膳　1980円
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六文亭
静岡県内に 3店舗を展開するラーメン店です。味自慢のラーメンの他にチャーハンや丼もの、一品
料理、幅広い料理を多数ご用意。人気ナンバーワンの辛し五目ラーメンは心地よい辛さが癖にな
る味です。
裾野店
TEL：055-993-4848
裾野市茶畑 30-1
営業時間：11:00〜25:00
定休日：火曜日

辛し五目ラーメン　850円
HP：http://rokumontei.jp/shouyu.html

渡辺製麺
かなり以前から幻のうどんとして有名なすやまうどん。防腐剤などは一切使用せず塩分も最低限
に抑え、ミネラル分たっぷりの富士山の湧水を使ったうどんです。モチモチした麺でコシがあり、
とても美味しいです。
TEL：055-998-0612
裾野市須山 176
定休日：不定休

すやまうどん １束 150円
富士の里洋菓子店
明るく開放感のあるお店で、裾野市の特産品を用いたお菓子、富士山をイメージしたお菓子など
を販売しています。裾野市のゆるキャラすそのんの形のケーキやカラフルなケーキの数々、目でも
楽しめるお店です。
TEL：055-992-0057
静岡県裾野市深良 451
営業時間：9:30〜19:00
定休日：水曜日

https://twitter.com/sweetfujinosato
シュークリーム　160円
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ミツマル燻製所
定年後のご夫妻が丹精込めて作る燻製は、サービスエリアや朝市で販売され大人気に！
こだわりの河津桜のチップで燻製されたベーコンやチーズは、風味豊かでとてもおいしいです。
TEL：055-993-7564
裾野市久根 118-7
駿河湾沼津SAなどで販売
スモークベーコン  700〜2100円

スタジオO＆K
映画「TOO YOUNG TO DIE!」の舞台としても利用されたスタジオです。店長の勝又さんは、す
そのんグッズの開発をしており、現在ボーカロイドとコラボした、裾野市のイメージソング公募を
行っています。
TEL：055-993-8857
裾野市公文名 64-3
営業日：11:00〜25:00
不定休
イメージソング募集サイト：http://rana-fujisong.jp
HP：http://www.oandk.jp/index2.html

深良乳販
森永乳業、雪印メグミルク、ヤクルトとの契約店で、飲料の卸、宅配、自動販売機の
管理を行っています。今大会では、森永乳業、雪印メグミルクからご協賛品を頂きました。
TEL：055-992-2457
裾野市深良 495

タイコーホーム
地元に根差す不動産です。LED付のかわいいストラップを頂き
ました。
TEL：055-993-4661
静岡県裾野市石脇 442-3
http://www.ac.auone-net.jp/~buj/index.html
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渡辺工業
「誠意ある、精度の高い施工によりすべてのお客様に満足を提供する」をスローガンに全社員一
体となり安全かつ高品質な施工により地域社会への貢献を展開する建設企業です。
TEL：055-993-7575
静岡県裾野市深良 744
HP：http://www.watakou.co.jp/

鈴木凸版印刷
一般的な印刷物からノベルティグッズへの印刷まで、印刷に関するお客様からのご要望にお応えし
ます。また、T シャツ・ポロシャツプリントなどの作成も受注しています。
TEL：055-992-2179
静岡県裾野市深良 29-6
HP：http://fight.hamazo.tv/e5024819.html

中山産商
裾野市の多くの物件を仲介する不動産です。裾野駅近です。裾野市で物件をお探しの方はぜひお声
かけください。
TEL：055-992-5176
静岡県裾野市茶畑 247-1

静岡銀行裾野支店
地域の総合金融機関として、質の高いサービスを提供し人々の暮らしと事業の夢の実現に貢献し
ます。
TEL：055-992-1313
裾野市平松 450-1
HP：http://lbss.mapion.co.jp/map/uc/PoiInfo?
vo=mbml&grp=shizuokabank&oe=sjis&poi_code=A000112
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三島信用金庫裾野東支店・裾野支店
『地域のホームドクター』として、市町、経済団体、医療・教育機関等との様々な連携や、当金庫
の持つ「情報力」を駆使した、地域の活力を向上させるための活動や提案を行っています。
裾野東支店
TEL：055-993-3411
裾野市茶畑 487
HP：https://www.mishima-shinkin.co.jp/index.html
裾野支店
TEL：055-992-3434
裾野市佐野 857-1

裾野市上下水道課
裾野市の上下水道を管理する上下水道課は、裾野市のおいしい水のPRのために、ペットボトル入
りの 350ml の水を販売しています。
HP：http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/3/2/2048.html
裾野市水道庁舎
TEL：055-995-1831
裾野市深良 215-22
業務時間：8:30〜17:15
定休日：土日祝

清水銀行裾野支店
地域密着型金融への取り組み、CSR活動への取り組み、お客様満足度向上への取り組みで地域に
根差す金融機関としての地位を確立しています。
TEL：055-992-6500
静岡県裾野市佐野 1519-1
https://www.shimizubank.co.jp/

沼津信用金庫裾野北支店
「ぬましん」は、地域に密着した金融機関として、みなさまに充実したサービスを提供していきま
す。そして、地域のみなさまの夢をかたちにするお手伝いをしていきます。
TEL：055-995-0200
裾野市石脇 470-15
http://www.numashin.co.jp/
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JAなんすん
産直市などで地元の特産品（モロヘイヤ、メ
ロン、イチゴ）を販売する活動や、食物につ
いての安全、安心のための取り組み、学校給
食への食材提供などに取り組む団体です。
地域の子供が農業に親しむ機会の提供など地
域に根差した活動で、地域の拠りどころとし
て親しまれ、喜ばれ、地域に貢献する JAとなることをめざしています。
富岡支店
静岡県裾野市御宿 690

HP：
http://www.ja-nansun.or.jp/fan/

景ヶ島バーベキュー
屋内施設「景ヶ島食堂」、屋外施設でのバーベキュー、二次会に適したカラオケ施設の整った
アットホームなスナック「義子ん家カラオケ」と幅広い用途に対応した飲食店です。
景ヶ島食堂の内装は映画「TOO YOUNG TO DIE」撮影時のセットそのままとなっており、ドラ
マの雰囲気の中、バーベキューが楽しめます。
TEL：055-992-1455
裾野市御宿 481-4
営業時間　11:00〜21:00
定休日：月曜

景ヶ島からあげ  1100円
HP：http://keigashima.com
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海野製麺所
広大な富士の裾野に自生する自然芋をつなぎに練り込んだ「手打ちそば」このおいしさをいつで
も味わえるようにしたくて、当地特産の栽培山芋（旧称つくね芋・商品名やまいも）で、作り上
げたものがこの「山芋そば」でございます。

TEL：055-992-3790
裾野市御宿 198-4
営業時間　9:00〜18:00
定休日：月曜

HP：http://www.yamaimoya.com
山芋そば　600円
田舎そば　430円

お菓子処　清月
裾野市を代表する和菓子屋。あんのいっぱい入ったアンパンは運営者の中で好評です。チョコを
使ったまんじゅう、すそのんの焼き印入りのまんじゅうなど、目で楽しめる商品、食べて驚く商
品の数々をお楽しみください。

TEL：055-997-0369
裾野市蔓山 737-4　
営業時間：9:00〜19:00
不定休

あんぱんボーイズ  各 180円
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15. 役員一覧

大会責任者 佐藤 遼平 資材責任者 豊田 伸平
運営責任者 岡 遼汰郎 大会 T シャツ責任者 増田 風見花
競技責任者/コース設定者 宮本 樹 会場パートチーフ 中島 緑里
渉外責任者 濱宇津 佑亮 スタートパートチーフ 八木 香織
作図責任者 大田 将司 フィニッシュパートチーフ 岡本 洸彰
調査責任者 谷口 文弥 競技救護パートチーフ 横堀 聖人
渉外補佐 藤島 志帆 体験会パートチーフ 加藤 めぐみ
作図補佐 新田見 優輝 計センパートチーフ 小林 日向
エントリー責任者 三上 拓真 交通パートチーフ 小池 一輝
Web 責任者 井島 知哉 大会バスパートチーフ 國分 英
会計責任者 村井 智也 演出パートチーフ 立花 和祈
広報責任者 西田 成佑 大会公式キャラクター制作 飯田 涼芳

16. お問合わせ

ご不明な点やご質問がありましたら、お手数ですが下記の連絡先までご連絡ください。

お問い合わせ用アドレス（大会前日・当日を除く）
39th★comp.olk.jp（★→@）

緊急連絡先（大会前日・当日）
大会責任者 佐藤 遼平（さとう りょうへい）
090-9892-5902

（第 39 回東大OLK大会 プログラム 終わり）
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