
第32回東大OLK大会 実施要項 
 

大会概要 

正式名称 第32回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 

開催日時 2010年6月6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【略称：東大OLK】 

 （構成：東京大学・一橋大学・実践女子大学・実践女子短期大学・十文字学園女子大

学・津田塾大学・お茶の水女子大学・東京家政大学・獨協大学・立教大学） 

会場 渋川市民体育館（群馬県渋川市） 

後援 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 他交渉中 

協賛 HAGLÖFS、大塚製薬株式会社、株式会社マンナンライフ、O-Support 他交渉中 

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部門） 

 EMIT社製電子パンチングシステムを使用 

地図 2010年東大OLK作成予定 

 縮尺：1/10,000 等高線間隔：5m、通行可能度：4段階表示 Trimble社D-GPS使用 

 原図：渋川市都市計画図其14～16 19～20（1995年測量） 

 参考図：2002年東大OLK作成「りんごの里」 

大会責任者 石輪 健樹（東京大学2008年入学） 

大会コントローラ 多田野 清人（筑波大学2005年卒業） 

競技責任者・コース設定者 長谷 勉（一橋大学2008年入学） 

 

テレイン概要 

2002年度の第24回東大OLK大会で使用された｢りんごの里｣を、GPSを導入してリメイクします。 

本テレインは榛名山麓に位置し、西から東への片斜面を特徴としています。北部から中部は緩斜面、

中部は急峻な山塊、南部は入り組んだ地形と、様々な顔を持ったテレインです。 

植生は植林を中心に構成され、一部広葉樹も見られます。通行可能度は良好な部分と低い部分が

混在していますが、見通しが良くても倒木等で通行可能度が低くなる場所もあります。 

テレイン内には東西に走る舗装路が何本かあり、トラックや自家用車等が頻繁に通るため、通過の際

には十分にご注意ください。 

 

当日のタイムスケジュール 

開場時刻 8:30 

当日申込受付時間 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（予定） 

 

前日イベント・体験会について 

【前日イベント】 
本大会前日の６月５日（土）に、前回東大大会のテレイン「赤城 どうぶつの森」でのミドル競技と、「赤城総合運動公園」でのスプリント競技を計画して

おります。現在地元との渉外を行っている 中で、渉外が通った場合の開催となります。 

開催が決定した場合、大会公式サイトでの要項公開と共に、申込受付を開始いたします。なお、前日イベントの申込開始に先立って本大会に参加申

し込みされた場合も、追加で前日イベントのお申し込みは可能です。中止とさせていただきます。ご了承ください。 

【体験会】 

当日別会場にてオリエンテーリングの体験会（事前申込不要）を開催いたします。詳細は後日大会
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公式サイトにてご案内いたします。 

 

設置クラス・優勝設定時間・参加費一覧 

 

  男性 女性 

  クラス 

優勝 

設定 

時間 

クラス 

優勝

設定

時間

参加条件 参加費 

エリート ME 80分 WE 70分 下記参照※1 3,000円 

M21A 75分 W21A 60分 無制限 

MAS 50分 WAS 40分 無制限 

MASS 40分 － 無制限 

M70A 40分 － 70歳以上 

M60A 50分 W60A 40分 60歳以上 

M50A 50分 W50A 40分 50歳以上 

M43A 50分 W43A 50分 43歳以上 

M35A 60分 W35A 50分 35歳以上 

M20A 60分 W20A 50分 20歳以下※2 

2,500円※3 
上級者 

M18A 50分 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 

1,500円 

BL / 40分（男女共通） 無制限 
中級者 

BS / 30分（男女共通） 無制限 
2,500円※3 

学生新人 MF 40分 WF 30分 学生新人 1,500円 

北東Ms 75分 北東Ws 60分 北東学連セレ参加者 

事
前
申
込 

セレクション 
北信Ms 80分 北信Ws 60分 北信学連セレ参加者 

2,500円 

OA / 60分（男女共通） 無制限 

OAS / 50分（男女共通） 無制限 上級者 

OASS / 40分（男女共通） 無制限 

OBL / 40分（男女共通） 無制限 
中級者 

OBS / 30分（男女共通） 無制限 

3,200円※3 
当
日
申
込 

学生新人 OMF 40分 OWF 30分 学生新人 2,200円 

・事前申込でレンタルEカード使用の場合は+200円となります。 

・当日申込の場合はマイEカードはご使用になれません。料金にはレンタルEカード代が含まれており

ます。 

・年齢は2011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。 

※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20歳以上でも学連登録が2年目以下であればご参加いただけます。 

※3：高校生以下の方の上・中級者クラスの参加費は、事前申込1,500円・当日申込2,200円となり

ます。 
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【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Eメールアドレス（32nd●comp.olk.jp、

●を@に変えて下さい）に必ず3月31日（水）までにご連絡ください。 

 

会場までの交通手段 

【大会専用バス】 

・大会当日のみの運行となります。 

・池袋駅より大会会場までおよそ130分（ただし夕方には30分～1時間程度の渋滞が発生する場合がご

ざいます。） 

・専用バス料金 往復3,000円 お申し込み時にお支払いください。 

・帰りの便は表彰式後、15時以降に順次出発予定です。 

・原則事前申込みとなります。ただし、駐車場の抽選後、追加申し込みも受け付ける予定です。 

・片道のみのお申し込みは基本的に受け付けませんが、ご希望の場合は申込時にお申し付け下さい。

申込締め切り後、可能ならば希望者の中から抽選の上、片道のみのバス輸送を提供する場合がござ

います（料金1,700円。当日ご乗車時にお支払いください）。 

・便の詳細は、5月下旬までに公式サイト・

プログラムにてお知らせ致します。 

【電車】 

JR上越線渋川駅より徒歩25分。駅から

会場まではテープ誘導がございます。 

【自動車】 

関越自動車道渋川伊香保IC（練馬ICから約90分）から駐車場まで約10分。 

駐車場は渋川市役所本庁舎、分庁舎の駐車場となっております。 

駐車場（本庁舎）―会場間は徒歩6分（約500m）。 

駐車場（分庁舎）―会場間は徒歩すぐ。 

・駐車場に関して 

本要項発行時点では十分な数の駐車場が確保できていません。駐車場の利用をご希望の方は、

必ず事前に駐車券をご希望ください。 

尚、希望者多数の場合は抽選となります。あらかじめご了承ください。抽選結果は、申込締切後公

式サイトにてお知らせいたします。 

 

お申し込み 

【申込締切日・参加費払込締切日】 

4月28日（水） 

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。 

学生新人クラスは5月10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. メール申込 

詳細は大会公式サイトをご覧ください。 

2. 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。 

〒125-0002 葛飾区西亀有3-41-7 コムネット西亀有209 福西佑紀 行 

参加費は、下記のいずれかの郵便振替口座にお払込みください。 

①ゆうちょ銀行振替口座：00100-9-413904 福西佑紀 

《専用バス・電車の比較》 

専用バス 池袋〜会場 1,500円※ 130分 

新幹線＋徒歩 上野〜会場 4,920円 130分 

在来線＋徒歩 池袋〜会場 2,210円 170分 
※往復運賃の半額として計算。 

- 3 - 



- 4 - 

なお、払込手数料が別途かかります。払込書（青色）の通信欄に氏名・参加希望クラスをご記入

ください。 

②ゆうちょ銀行総合口座：10010-17473831 ﾄｳﾀﾞ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)して頂くと手数料がかかりません。ただし、申込みと送金は

必ず同一人が行ってください。 

なお、他行からのお振り込みも可能です。その場合は 

ゆうちょ銀行 〇〇八（ゼロゼロハチ）支店 普通預金 1747383をご指定ください。 

3. 会場申込 

以下の大会を含む、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14日（日） 早大OC大会 

・2月21日（日） 埼玉クラブ対抗リレー 

・2月28日（日） 東京都選手権 

・3月21日（日） インターハイ 

・5月1・2・4日 AsOC2010スプリント・ミドル・ロング ※申込締切日を過ぎておりますが、申込受付を行います。 

4. 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/）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行えます。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。 

【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。 

 

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上にて公開いたします。 

郵送をご希望の方は、参加申込の際に「プログラム郵送」の欄にてお申し込みください。郵送料金は

200円となっております。 

【成績表】 

大会終了後、大会公式サイト上にて公開いたします。 

郵送をご希望の方は、参加申込の際に「成績表郵送」欄のにてお申し込みください。郵送料金は200

円となっております。 

 

全体的な諸注意 

・不測の事態により大会の開催が不可能だと主催者が判断した場合、大会を中止とする場合がございま

す。参加者へのお知らせ方法は後日発表のプログラムに掲載いたします。 

・いかなる理由（大会の中止等を含む）でも、参加費の返金は受け付けかねます。 

・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みください。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。 

 

お問合せ先 

Eメール（推奨）：32nd●comp.olk.jp 

（申込関連のお問い合わせは32nd_entry●comp.olk.jp）（●を@に変えて下さい） 

電話：石輪健樹（大会責任者） 080-5377-6525 

大会公式サイト：http://comp.olk.jp/32/ 要項・プログラム・申込完了者・成績表等を掲載予定 


