
第３１回東大ＯＬＫ大会 実施要項 

正式名称 第31回東京大学オリエンテーリングクラブ大会

開催日時 2009年6月7日（日）　雨天決行、荒天中止

場所 群馬県渋川市（旧赤城村）

主催 東京大学オリエンテーリングクラブ

後援・協賛

渋川市教育委員会
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
群馬県オリエンテーリング協会

会場 赤城総合運動自然公園

大会責任者 矢内 剣（東京大学 2007年入学）

コントローラ 小暮喜代志（筑波大学OB）

競技責任者・
コース設定者

齋藤 翔太（一橋大学 2007年入学）

大会公式アドレス　31st@comp.olk.jp （推奨）

大会責任者　矢内 090-5198-9613（緊急）

エントリー　entry_31st@comp.olk.jp

大会公式サイトhttp://comp.olk.jp/31/

構成校： 東京大学・一橋大学・実践女子大学・実践女子短期大学・津田塾大学・東京女子大学
お茶の水女子大学・十文字学園女子大学・獨協大学・立教大学・東京家政大学

競技形式

地図

問い合わせ先

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部門
EMIT社製電子パンチングシステム使用
日本オリエンテーリング競技規則準拠

2009年東大OLK作成

参考図：2001年東大OLK作成「赤城～風、薫る」

縮尺 1:10000　等高線間隔 5 m　通行可能度 4段階表示

Trimble社D-GPS使用

 

 

☆当日、初心者・グループクラスに加え、キッズクラスを開設します。 

初心者・グループクラスをご希望の方は、会場にて行われる体験クラスにご参加ください。 

なお、事前申込は行いません。 

詳細は大会公式サイトにて随時公開の予定です。 



 当日のタイムスケジュール（予定）                             

開場時刻  8:30 

当日申込受付 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） 

トップスタート時刻 10:30 

 

 申込                                         

【申込締切日・参加費払込締切日】 

5 月 1 日（金） 

 郵送申込の締切日は当日消印有効・払込完了日とします。 

 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。 

なお、Web申込（スポーツエントリーでの申込）のみ、締切は 4 月 28 日(火)です。 

 

学生新人クラスは 5 月 11 日（月）締切です。 

ただし、駐車券をご希望の場合は各申込方法本来の締切日となります。 

【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郵送してください。 

 

〒350-2215 埼玉県鶴ヶ島市南町 2-1-19-204  大木 孝 行 

 

参加費は、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）の通信欄に指名・参加希望クラスをご記入ください。 

 

払込先 口座番号  10340-2-2653561 

加入者名  大木 孝 

2. 会場申込 

以下の 4 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。 

 2 月 22 日 埼玉クラブ対抗リレー 

 3 月 1 日 サン・スーシミドル 

 3 月 22 日 全日本大会 

 3 月 29 日 インターハイ 

3. WEB 申込 

スポーツエントリーにてお申込いただけます。公式サイト（http://www.sportsentry.ne.jp/top.php）

からご覧ください。セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・デイリーヤマザキ・ミニストッ

プなどの各種コンビニ店及びクレジットカードで参加費支払がおこなえます。なお、振込手数料が別

途かかります。申込開始日は公式サイトにてお確かめください。なお申込期限の都合上、新人クラス

はこの方法をお使いいただけません。 

4. メール申込 

詳細は公式サイト（http://comp.olk.jp/31/entry.html）をご覧ください。 



 交通手段                                       

【大会専用バス】 

 池袋駅より会場まで 120 分。 

 専用バス料金：往復 3500 円、片道 2000 円。 

 専用バスは原則事前申込となります。 

ただし、駐車券の抽選（下記参照）発表後、 

追加申込を受け付ける予定です。 

 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致します。 

【電車】 

 JR 上越線渋川駅（新宿駅から普通列車で約 2 時間 30 分）より、 

会場まで路線バスで約 20 分・「赤城総合運動自然公園」バス停下車すぐ。 

【自動車】 

 関越自動車道赤城 IC（練馬 IC から約 70 分）から駐車場まで約 2 分。 

駐車場は、会場の公園内にあります。駐車料金はいただきません。 

 現時点で十分な数の駐車場が確保できていません。希望者多数の場合は抽選となります。 

抽選結果は、申込締切後公式サイトにてお知らせ致します。 

 

 プログラム・成績表                                  

【プログラム】 

 開催日の 1 週間前までに公式サイト上にて

公開致します。 

 郵送をご希望の方は、お申込の際に「プロ

グラム郵送」の欄の「あり」に○をご記入

ください。 

 郵送料金：200 円 

 

【成績表】 

 大会終了後、公式サイトにて公開致します。 

 郵送をご希望の方は、お申込の際に「成績表郵

送」欄の「あり」に○をご記入ください。 

なお、大会当日にも郵送受付を行います。 

 郵送料金：200 円 

 全般的な諸注意                                    

 いかなる理由（大会の中止等）があっても、一度納入された参加費の返金は受け付けかねます。 

 受付にてコンパスの貸出を行います。貸出時に保証金として 2000 円をお預かりし、コンパスご返却

時に返金致します。 

 レンタルした E カードの紛失・破損の際には実費（ver.2 は 6500 円、ver.3 は 9000 円）を頂きます。 

 本大会では傷害保険に加入しておりますが、競技中の事故等につきまして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。半ズボンおよびそれに準ずる服装での出

走は禁止します。 

 

大会専用バス 池袋～会場 120分 2000円
新幹線＋バス 上野～会場 110分 5260円
在来線＋バス 池袋～会場 160分 2750円

自家用車 練馬IC～会場 75分 3150円

【交通手段比較】 



 テレイン概要                               

2001 年の第 23 回東大 OLK 大会で使用された「赤城～風薫る」を、GPS を導入してリメイクします。本

テレインは赤城山西麓の標高 650m～850m、赤城自然園のすぐ東に位置しており、東から西に下る広大な

緩斜面が最大の特徴です。地形的には、その緩斜面に深く切れ込んだ二つの沢、およびテレイン東部の一

部地域に微地形が発達している以外には、特徴に乏しくなっています。植生に関しては、見通しの良い杉

林・雑木林が大部分を占めています。しかし、見通しが良くても伐採などにより足場が悪い部分や、見通

しが悪く走行可能度の低い部分も混在しています。またテレイン内には、北西部に養豚場や民家，耕作地

が存在する以外は民家や耕作地は見られません。そして通行量の少ない舗装道を中心に、テレイン全体に

道が発達しています。 

 

 設置クラス・優勝設定時間・参加費一覧                                

※高校生以下の方の、

上・中級者クラスの参加

費は、 

事前申込 1500 円 

当日申込 2200 円 

となります。 

 

【セレクラスについて】 

※セレクラスは、各地区

学連を通じての申込と

なります。詳細は各地区

学連を通じてご連絡い

たします。 

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

（31st@comp.olk.jp）に

必ず 3 月 31 日（火）ま

でにご連絡ください。 

なお、北東・北信学連の

セレクションについて

は了承済みです。 

 

・年齢は 2010 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・統合・分割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。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。 

 

※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致します。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 クラスに出走して頂きます。その場合、事前

にお支払いいただいた参加費との差額は、当日受付にて返却致します。 

※2．20A クラスは 20 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。 

クラス クラス

優勝

設定

時間

エリート ME WE 70分 下記参照※１ 3000円

M21A W21A 60分 無制限

MAS WAS 40分 無制限

MASS 無制限

M70A 70歳以上

M60A W60A 40分 60歳以上

M50A W50A 40分 50歳以上

M43A W43A 50分 43歳以上

M35A W35A 50分 35歳以上

M20A W20A 50分 20歳以下※2

M18A W18A 40分 高校生以下

M15 40分 W15 30分 中学生以下

M12 30分 W12 30分 小学生以下

無制限

無制限

学生新人 MF 40分 WF 30分 学生新人 1500円

北東Ms 北東Ws 60分
北東学連セレ

参加者

北信Ms 北信Ws 60分
北信学連セレ

参加者

無制限

無制限

無制限

無制限

無制限

学生新人 OMF OWF 30分 学生新人 2200円

レンタル
Eカード
使用

+200円

プログラム
郵送

+200円

成績表
郵送

+200円

75分

70分

40分

事

前

申

込

オプション

My Eカードは

使用できません

成績表郵送
+200円

男性 女性

参加条件 参加費
優勝

設定

時間

2500円

50分

40分 -

40分 -

セレクショ ン 2500円

80分

上級者

75分

50分

50分

50分

60分

60分

50分

当

日

申

込

上級者

OA／60分（男女共通）

3200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）

1500円

中級者
BL／40分（男女共通）

2500円
BS／30分（男女共通）


