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【大会概要】  

正式名称 第 41 回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 

兼 日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング・ディスタンス

競技部門北東地区・北信越地区代表選考会 

開催日 2019 年 6 月 2 日（日）（雨天決行・荒天中止） 

競技地区 群馬県高崎市倉渕町 

会場 高崎市立倉渕小学校 

主催 東京大学オリエンテーリングクラブ（以下、東大 OLK） 

（東京・一橋・実践女子・津田塾・十文字学園女子・跡見学園女子・

聖心女子･青山学院・立教・中央・法政・東洋・東京工科・昭和女子・

東京女子 各大学より構成） 

大会役員 大会責任者       森川 周  （東京大学 2017 年度入学） 

 運営責任者       柏田 芳樹 （一橋大学 2017 年度入学） 

 競技責任者/コース設定者 中村 僚宏 （東京大学 2017 年度入学） 

 渉外責任者       栗本 美緒  （津田塾大学 2017年度入学） 

 イベントアドバイザー  八神 遥介 （ときわ走林会） 

後援       群馬県 

群馬県教育委員会 

高崎市 

高崎市教育委員会 

高崎市倉渕商工会 

倉渕猟友会 

公益財団法人 群馬県観光物産国際協会 

一般社団法人 高崎観光協会 

 群馬県オリエンテーリング協会 

          東京都オリエンテーリング協会 

 関東学生オリエンテーリング連盟 

 日本学生オリエンテーリング連盟 

協賛（五十音順）  O-Ajari 

O-Support 

株式会社エバニュー 

くらぶち相間川温泉 

三光堂製菓店 

生活研究あじさいグループ 

農産物直売きまぐれ 



３ 

はまゆう山荘 

牧野酒造株式会社 

まるみつ吉田商店 

タイムスケジュール （予定） 

会場開場  8:40 

トップスタート 10:30 

※会場に未就学児のお子様が遊ぶことのできるスペースを設置いたします。親子連れの方

も奮ってご参加ください。なお、託児所ではございませんのでご注意ください。競技時間

の確保が難しい可能性もございますが、ご希望があればスタート時刻を考慮いたします。

申込み時に「その他連絡事項」の欄にてご記入ください。 

 

 

【アクセス】 

〇公共交通機関でお越しの場合 

・JR 高崎駅・群馬バス権田車庫（会場まで徒歩 10 分の乗降場）間で往復バスの運行を予定

しております。片道 1000 円、所要時間は約 60 分です。 

・上記バスのお申込みはエントリーの際に「大会専用バス（高崎）往路」「大会専用バス（高

崎）復路」にてお願いいたします。乗車賃は参加費と合わせてお支払いください。こちら

のバスをご利用の場合は「交通第 2 希望」の欄への記入の必要はございません。 

・路線バスの当日朝の運行はございません（3 月 27 日現在）。 

 

〇自家用車でお越しの場合 

・関越自動車道「高崎 IC」より国道 406 号線で約 60 分です。 

・駐車場として、倉渕体育館とそれに隣接する倉渕グラウンドをご用意しております。駐車

場の利用を希望される方は，お申込みの際に「自家用車（運転者）」「自家用車（同乗者・

他）」のいずれかを選択してください。「自家用車（同乗者・他）」を選択された方は「自

家用車（同乗者・他）の場合の運転者氏名」をご記入ください。 

・駐車場から会場（倉渕小学校）まで徒歩約 20 分です。 

・駐車場利用希望者が多数の場合は抽選を行い、駐車券を発行する可能性がございます。そ

の場合、抽選結果は申込み締切後に大会公式サイトに掲載いたします。抽選に漏れた場合

に備え、お申込みの際に「交通第 2 希望」の欄へのご記入をお願いいたします。抽選に漏

れた場合は申込み締切後一週間以内に連絡いたします。 

※大型バスをチャーターしてお越しになる場合は、以下のメールアドレスまでご連絡くだ

さい。 

  41st★comp.olk.jp（★→@） 
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○大会専用バス（池袋）でお越しの場合 

・JR 池袋駅・倉渕体育館（会場まで徒歩 20 分）間の大会専用バス（池袋）を運行いたしま

す。所要時間は 150 分程度を予定しておりますが、当日の交通状況により前後する場合

がございます。予めご了承ください。 

・運行スケジュール 

 往路 6:30   JR 池袋駅  発 

 9:00   倉渕体育館     着 

 復路 16:00   倉渕体育館    発（予定） 

・料金は往復 4500 円です。片道のみではご利用いただけません。大会専用バス（池袋）に

関する詳細は後日大会公式サイトおよびプログラムにてご案内いたします。 

・大会専用バス（池袋）の申込みはエントリーと同時にお願いいたします。「大会専用バス

（池袋）」の欄にてお申し込みください。エントリー締切後にバスに空きがある場合のみ

追加申込みを受け付けます。 

・申込みの状況によって追加・廃止される可能性がございます。また、大会バス（池袋）は

抽選となる場合がございます。抽選から漏れた場合に備え、お申込みの際に「交通第 2 希

望」をご記入ください。抽選に漏れた場合は申込み締切後一週間以内に連絡いたします。 

 

 

【競技情報】 

○使用地図 

2019 年東大 OLK リメイク予定 

原図：国土地理院「基盤地図情報数値標高モデル DEM5A」 

旧図：「倉渕～道祖神の里Ⅱ～」（1998 年東大 OLK 作成） 

    「道祖神の里」(1989 年東大 OLK 作成) 

ISOM2017 準拠 

縮尺：1:15,000（一部クラス 1:10,000） 

等高線間隔：5m 

走行可能度：4 段階表示 

Trimble 社 Juno 3B・Juno SB 使用 

 

○競技形式 

個人によるポイントオリエンテーリング形式（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（マイ E カード使用可能） 

コントロール位置説明：ISCD2018（M/W12、N/G/ON/OG、Navi-C クラスは文字を 

併記する）  
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○テレインプロフィール 

本テレインは榛名山西麓の比高 550m～800m の斜面に位置している。榛名山は 2018 年

度東大 OLK 大会の開催された赤城山と同様に火山地形をその成因としているが、烏川に

よる侵食を強く受けて深く切れ込んだ沢を特徴としている。一方で尾根は概して緩く、火

山地形の面影を留めている。また、天候が良ければ浅間山の秀麗な頂きが目を楽しませる

ことだろう。 

植生は走行可能度の高い部分と薮の発達した部分がパッチ状に広がっており、一部には

倒木による走行可能度の低下も見られる。 

 

○トレーニングテレイン 

本大会ではトレーニングテレインは特に設けません。 

 

○遅刻 

道路渋滞、電車や高速バスの遅延等によるスタート時刻への遅刻は参加者の責任といた

します。ただし大会専用バスを利用される場合はその限りではございません。 

 

○立入禁止地区 

本大会への参加を予定されている方は、大会当日まで以下の競技エリア（下図で示す範囲）

へのオリエンテーリングを目的とする立ち入りを禁止いたします。ただし、国道 406 号

の通行は妨げません。 

クローズドテレイン： 「道祖神の里」（1989 年東大 OLK 作成） 

「倉渕～道祖神の里Ⅱ～」（1998 年東大 OLK 作成） 
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○クラス 

 
男性 女性 

参加条件 
クラス 優勝設定 クラス 優勝設定 

事
前
申
込
み 

エリート ME 75 分 WE 75 分 無制限※1 

上級者 

M21A 70 分 W21A 65 分 19 歳以上 

MAS 60 分 WAS 50 分 無制限 

MASS 50 分   無制限 

M70A 40 分 W70A 55 分 70 歳以上 

M60A 50 分 W60A 50 分 60 歳以上 

M50A 50 分 W50A 45 分 50 歳以上 

M43A 50 分 W43A 45 分 43 歳以上 

M35A 50 分 W35A 60 分 35 歳以上 

M20A 60 分 W20A 60 分 16～20 歳※2 

M18A 35 分 W18A 35 分 13~18 歳 

中級者 

M15 30 分 W15 40 分 15 歳以下 

M12 40 分 W12 40 分 12 歳以下 

BL/50 分（男女共通） 無制限 

BS/30 分（男女共通） 無制限 

大学生新人 MF 40 分 WF 35 分 大学生新人 

セレクション 
北東 Ms 70 分 北東 Ws 70 分 北東学連加盟員 

北信越 Ms 70 分 北信越 Ws 70 分 北信越学連加盟員 

チャレンジ 

※3 

C-北東 Ms※3 70 分 C-北東 Ws※3 70 分 19 歳以上 

C-北信越 Ms※3 70 分 C-北信越 Ws※3 70 分 19 歳以上 

初心者 
N/40 分（個人・男女共通） 無制限 

G/40 分（グループ・男女共通）※4 無制限 

初心者※5 Navi-C/100 分（男女共通） 19 歳以上 

当
日
申
込
み 

上級者 

OA/60 分（男女共通） 無制限 

OAS/60 分（男女共通） 無制限 

OASS/50 分（男女共通） 無制限 

中級者 
OBL/50 分（男女共通） 無制限 

OBS/30 分（男女共通） 無制限 

大学生新人 OMF 40 分 OWF 35 分 大学生新人 

初心者 
ON/40 分（個人・男女共通） 無制限 

OG/40 分（グループ・男女共通）※4 無制限 
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・年齢は 2020 年 3 月末時点で到達する年齢といたします。また、運営の都合上優勝設定時

間の変更やクラスの分割・統合を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が、女性クラスヘの男性の出走は原則として認めま

せん。 

※1   エリートクラスへの参加可否は、当方で過去の実績などを考慮の上検討いたしま

す。申込みの際に、過去の実績などを所定の欄にご記入ください。選考に漏れた方

は M/W21A 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

費との差額は大会当日会場にて返金いたします。 

※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  C-北東 Ms/Ws・C-北信越 Ms/Ws は北東・北信越学連に所属されてない方も参加

可能です。ただし、セレクションの公平性のため、スタート時刻は考慮されます。 

※4   地図はグループ全員に 1 枚ずつご用意いたします。N/G/ON/OG クラスに出走す

る小学校低学年以下の方は、必ず保護者の方が同伴の上ご参加ください。複数名で

出走する予定の方は代表者のみお申し込みください。その際、「G クラスでのグル

ープメンバー氏名」の欄にてグループのメンバー全員の氏名をご記入ください。ま

た、申込代表者以外のグループの方がオプションのみのお申込みをご希望の場合

(申込代表者以外のグループの方が「大会専用バス(池袋)」を利用されるなど)、お

申込みのクラス選択の際に「（オプションのみ）」を選択し申込みを行って下さい。 

※5   詳しくは、ナビゲーションチャレンジクラスの項をご覧ください。 

 

○ナビゲーションチャレンジクラス 

・ナビゲーションチャレンジクラスは 2019 年 11 月 9 日（土）～10 日（日）に長野県霧

ヶ峰・車山高原にて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、

OMM JAPAN 2019（Original Mountain Marathon）参加希望者向けに設定されるクラ

スですが、OMM JAPAN 2019 に参加予定でない方も対象となっています。 

・OMM JAPAN 2019 に関する詳細は OMM JAPAN オフィシャルサイト（ http://theom

m.jp ）をご覧ください。 

・当クラスは事前申込みのみでご参加を受け付けております。 

・難易度としては OMM に必要と思われる難易度で、比較的長いコースを提供いたしま

す。 

・一般の B クラスの難易度となっています。 

・優勝設定時間は 100 分、競技時間は当クラスに限り 3 時間です。 

・定員はペアと個人を合わせて 90 組です。ペアにて出走する予定の方は代表者のみお申

し込みください。その際、「Navi-C クラスでのペア氏名」の欄にてペアの方の氏名を

ご記入ください。 

http://theomm.jp/
http://theomm.jp/
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・Navi-C クラスにペアで出走される際にペアの方がオプションのみのお申込みをご希望の

場合(ペアの方が「大会専用バス(池袋)」を利用されるなど)、お申込みのクラス選択の

際に「（オプションのみ）」を選択し申込みを行って下さい。 

・比較的長いコースとなっているため、安全上の理由から 18 歳以下の方の参加を制限い

たします。  

・ナビゲーションや地図読みが初めての方には、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。 

・地図記号やオリエンテーリング競技についての簡易説明所を会場に設置いたしますので、

お気軽にご利用ください。詳細は 5 月下旬発行予定のプログラムをご参照ください。 

 

○参加費 

申込み区分 参加区分 大学生・一般 高校生以下 追加料金 

事前申込み 

エリート 5000 円 5000 円 

E カードレンタル 

300 円 

※ 

上級者・中級者 4000 円 2500 円 

大学生新人 2500 円  

セレクション 4000 円  

チャレンジ 4000 円  

初心者（Navi-C 以外） 700 円 700 円 

初心者（Navi-C） 3700 円  

当日申込み 

上級者・中級者 4500 円 3000 円 

大学生新人 3000 円  

初心者（Navi-C 以外） 700 円 700 円 

※G/OG クラスは 1 グループあたりの料金となります。 

 

 

【体験会】 

日時    2019 年６月２日（日） 10 時～14 時 

会場    高崎市立倉渕小学校校庭 

駐車場   倉渕体育館、倉渕グラウンド 

参加費   無料 

持ち物   飲みもの、タオル 

※動きやすい服装に運動靴でお越しください。 
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・事前の申込みは必要ございません。当日、直接会場までお越しください。 

・体験会に関してご質問等ございましたら、体験会用アドレスまでご連絡ください。 

 体験会用アドレス：41st_taikenkai★comp.olk.jp（★→@） 

 

【宿泊斡旋】 

・宿泊斡旋を希望される方は基本的に自家用車でお越しいただくことになります。 

・個人、または団体の代表者 1 名が大会公式サイト記載の Google フォーム( https://doc

s.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCY5zKntfyjZHnHBxCk43XcCKn2gmQQPRZRjJW

DooeGkOGqg/viewform )にてご希望のホテル・コースを選択し、人数をご記入くださ

い。ログハウス以外を希望される方は男性と女性の人数を、ログハウスを希望される方

は男女合わせた人数を指定の欄にご記入ください。一部屋を超える人数でお申込みの団

体代表者の方は運営にて部屋割りを作成するため、大会公式サイト記載の Excel ファイ

ルに必要事項をご記入の上、以下のメールアドレスまでご連絡ください。 

 41st_syukuhaku★comp.olk.jp（★→@） 

・お支払いは各自、ホテルにてチェックイン時にお支払いください。 

・希望者が多い場合は先着順とさせていただきます。ご了承ください。満員になった場合、

他のホテルやコースに空きがあればそちらをご案内いたします。空きがない場合は、大変

申し訳ありませんが宿泊の斡旋を終了させていただきます。 

・空きがなくなったホテル・コースに関しましては、随時大会公式サイトや大会公式 twitter

にてその旨をお知らせいたします。 

・宿泊について、ホテルへの直接お問合わせはご遠慮ください。こちらのメールアドレス( 

41st_syukuhaku★comp.olk.jp（★→@）)にお問合わせをくださいますよう、お願いい

たします。 

 

○相間
あ い ま

川
がわ

温泉 

・ログハウスについて 

先着 6 棟となります。 

一棟当たり 2 名様以上の団体でのご利用が基本になります。一棟当たりの上限は 10 名様

となります。 

備え付けの調理器具…ガス台、電子レンジ、冷蔵庫、炊飯器、鍋（20cm）、フライパンな   

ど 

コース プラン 人数制限 料金 

ログハウス 素泊まり 一棟最大 10 名様まで 一名あたり 3,200 円 

和室 一泊二食付き 一部屋最大 6 名様まで 一名あたり 8,240 円 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCY5zKntfyjZHnHBxCk43XcCKn2gmQQPRZRjJWDooeGkOGqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCY5zKntfyjZHnHBxCk43XcCKn2gmQQPRZRjJWDooeGkOGqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCY5zKntfyjZHnHBxCk43XcCKn2gmQQPRZRjJWDooeGkOGqg/viewform
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ご用意いただくもの…上記以外の調理器具、洗浄器具（スポンジなど）、アメニティ（シ

ャンプーやタオルなど）、ごみ袋など 

野外バーベキュー場は、チェックインから翌日の午前九時まで無料でご利用いただけま

す。 

鉄板やトング、食材は各自でご用意ください。 

天然温泉の入浴サービスが受けられます。 

ごみの分別を徹底するようお願いいたします。 

・和室 

先着 60 名まで、合計 10 部屋ございます。 

部屋割りは、男女別相部屋にて運営者によって組ませていただきます。 

5 名様以上のグループでご利用の場合、部屋割りにて考慮をいたします。 

一泊二食、天然温泉付き。夕飯は釜飯が付きます。 

・キャンセル、変更について 

ご宿泊の 8 日前より手数料が発生いたします 

ご宿泊の 3~8 日前：宿泊料金の 30% 

ご宿泊 2 日前：宿泊料金の 50% 

ご宿泊前日、当日：宿泊料金の全額 

キャンセル、変更などがございましたらこちらのメールアドレス( 41st_syukuhaku★co

mp.olk.jp（★→@）)までご連絡ください。 

・相間川温泉の詳細については以下の URL からご確認ください。 

http://www.aimagawa.co.jp/index.php 

 

○はまゆう山荘 

コース プラン 人数制限 料金 

和室 一泊二食付き 一部屋最大 8 名様まで 一名あたり 8,920 円 

和洋室 一泊二食付き 一部屋最大 4 名様まで 一名あたり 8,920 円 

※ただし二名様のご利用

の場合は、一名あたり

9,940 円 

・和室 

先着 48 名まで、合計 6 部屋ございます。 

部屋割りは、男女別相部屋にて運営者によって組ませていただきます。 

6 名様以上のグループでご利用の場合、部屋割りにて考慮いたします。 

一泊二食、天然温泉付き。 

・和洋室 

先着 16 名まで、合計 4 部屋ございます。 

http://www.aimagawa.co.jp/index.php
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寝具としてベッド×2、布団×２がございます。 

2～4 名様のグループでのご利用が基本となります。ただし、2 名様でのグループの場合

は金額が異なります。 

一泊二食、天然温泉付き。 

・キャンセル、変更について 

ご宿泊の 6 日前より手数料が発生いたします。 

ご宿泊の 2∼6 日前：宿泊料金の 20% 

ご宿泊前日、当日：宿泊料金の 50% 

キャンセル、変更などがございましたらこちらのメールアドレス( 41st_syukuhaku★co

mp.olk.jp（★→@）)までご連絡ください。 

・はまゆう山荘の詳細については以下の URL からご確認ください。 

http://www.hamayu.org/spa/ 

 

 

【物販】 

〇地図 

 ・エントリーに際して、追加地図購入の事前申込みを受け付けます。希望される場合は「地

図販売（コース図総枚数）」「地図販売（コース図種類）」「地図販売（全コントロール図

枚数）」の欄に必要事項をご記入ください。 

 ・当日販売も受け付けますが、数に限りがございます。 

・価格は下表の通りとなります。事前申込みの場合と当日販売の場合では価格が異なりま

すのでご注意ください。料金は参加費と合わせてお支払いください。 

 

 事前申込み分 当日販売分 

コース図 500 円 600 円 

全コントロール図 700 円 800 円 

 

〇大会 T シャツ 

 ・当日、会場にて大会 T シャツの販売を予定しております。事前申込みは行いません。 

 ・サイズは S、M、L をご用意いたします。 

 

〇大会クリアファイル 

 ・当日、会場にて大会クリアファイルの販売を予定しております。事前申込みは行いませ

ん。 

 

http://www.hamayu.org/spa/
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【エントリー】 

○お申込み方法 

① Japan-O-entrY からの申込み 

以下のサイトの手順に従ってお申し込みください。 

https://japan-o-entry.com 

 

② 郵送申込み 

大会公式サイトより参加申込み用紙をダウンロードしていただき、必要事項をご記入

の上、以下の宛先にご郵送ください。 

   〒153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1 東京大学学生会館 103B 東大 OLK 大会エ

ントリー担当  

また、参加費を以下のゆうちょ銀行総合口座にお振り込みください。 

 

・ゆうちょ銀行からお振込みされる場合 

  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 

  ※ゆうちょ銀行の ATM で送金（電信振替）していただくと、月 1 回以内であれば手数

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。 

 

・ゆうちょ銀行以外の銀行からお振込みされる場合 

  振込み先：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 

※Japan-O-entrY から申し込みされる場合は振込み先が異なりますのでご注意くださ

い。 

 

③ 会場申込み 

以下の大会会場にて申込み受付を行う予定です。 

・3 月 31 日 第 60 回中日東海ブロックオリエンテーリング大会（受付終了） 

・4 月 14 日 2018 年度第 45 回全日本オリエンテーリング大会 

※会場での現金の収受が禁止されているため、参加費は郵送申込みと同様の方法でお

振り込みいただきます。 

・4 月 21 日 第 16 回茶の里いるまオリエンテーリング大会 

 

 

 

https://japan-o-entry.com/
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○お申込み締切日・参加費振込み締切日 

お申込み締切日 ５月１日（水）  ※新人クラスは 5 月 8 日（水） 

参加費振込み締切日 ５月 8 日（水）  ※新人クラスは 5 月 10 日（金） 

・郵送申込みの締切日は当日消印有効といたします。 

・4 月 27 日～5 月 6 日の 10 連休中は金融機関が営業していないと考えられますのでご注

意ください。 

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

承ください。 

 

 

【プログラム・報告書】 

・プログラムは開催日の 1 週間前までに大会公式サイトにて公開いたします。また、報告書

は大会終了後、大会公式サイトにて公開いたします。 

・郵送申込み・会場申込みの方のみ、プログラム・報告書の郵送を承ります。郵送を希望さ

れる方はお申込みの際に「プログラム郵送」、および「報告書郵送」の欄にてお申し込み

ください。郵送料金はそれぞれ 200 円となります。参加費と合わせてお支払いください。 

 

【留意事項】 

・要項および大会公式サイトに記載されている事項は、予告なく変更される可能性がござい

ます。変更があった場合、大会公式サイトに変更箇所を公表いたします。 

・本大会のエントリーに際して入手した個人情報は、本大会以外には使用いたしません。 

・本大会は傷害保険に加入しておりますが、補償額に限度がございます。ご自身で傷害保険

へ加入されることを推奨いたします。 

・出走時の服装に制限は設けませんが、公序良俗に反する服装はお控えください。また、運

営の妨害とみなされるような行為・公序良俗に反する行為があった場合、失格となります。 

・ナビゲーション目的での GPS 端末の競技中の使用は禁止いたします。 

・安全のため熊鈴の携行を推奨いたします。貸出しもいたしますが、数に限りがございます。 

・会場において物品販売の実施を希望される方は、お手数ですが以下のメールアドレスまで

ご連絡ください。ただし会場の制約上、天候にかかわらず屋外での実施をお願いすること

になります。 

41st★comp.olk.jp（★→@） 
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【お問合わせ】 

ご質問やご不明な点などがありましたら、お手数ですが以下のメールアドレスまでご連絡

ください。 

・体験会に関するお問合わせ 

 41st_taikenkai★comp.olk.jp（★→@） 

・宿泊斡旋に関するお問合わせ 

 41st_syukuhaku★comp.olk.jp（★→@） 

・その他のことに関するお問合わせ 

41st★comp.olk.jp（★→@） 

 

○大会リンク 

 大会公式サイト：http://comp.olk.jp/41/ 

 

（第 41 回東大 OLK 大会 要項 ver.2 終わり） 

 

http://comp.olk.jp/41/

