
※赤字・黄色塗り部分が前回からの変更点です。 

 

開 催 日    2012年 6月 3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 

(東京・一橋・実践女子・実践女子短期・津田塾・ 

日本・十文字学園女子・お茶の水女子より構成) 

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 

東吾妻町・東吾妻町教育委員会 

協 賛    ㈱桔梗館 

O-Support 

株式会社エバニュー 

丸源清月堂 

競技地区     群馬県吾妻郡東吾妻町五町田 

会 場    東吾妻町役場東支所 

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(My Ecard使用可) 

地 図    2012年東大OLK作成予定 

縮尺：1/10,000(予定) 等高線間隔：5m 走行可能度：4段階表示 

JSOM2007準拠 

Trimble社 Juno SB 使用 

参考図：1993年日本学生オリエンテーリング連盟作成「五町田」 

 

大会責任者  真保 陽一(東京大学2010年度入学) 

運営責任者  小石原 暉(東京大学2010年度入学) 

渉外責任者  石野 夏幹(東京大学2010年度入学) 

作図責任者  細淵 晃平(一橋大学2010年度入学) 

競技責任者  牧野 達哉(東京大学2010年度入学) 

大会コントローラー 小林 知彦(名古屋大学2008年度卒業) 



【競技情報】 

○立ち入り禁止区域  

・本大会に参加を予定している者は、大会終了まで以下の区域へのオリエンテーリングを目 

的とする立ち入りを禁止する。 

 

クローズドテレイン 『五町田』(1993年 日本学生オリエンテーリング連盟作成) 

 

 

○テレイン概要 

・1993年のインカレで使用された「五町田」を、GPSを新しく導入してリメイクしています。こ 

のテレインは吾妻川の南側の標高300～600ｍの北向きの片斜面に位置し、急峻な地形のなか 

に緩やかな地形が存在し、さらに急峻な地形のエリアには細かい地形と大きい地形が混在し 

ています。また点状特徴物も多く存在するため、緩急の切り替えとナビゲーション能力が要 

求されます。植生は、季節柄見通しの悪い箇所が存在し、細かいルート取りも必要です。 

 

 

 



○クラス、優勝時間設定、参加費 

  

男性 女性 

参加条件 参加費 備考 
クラス 

優勝設

定 
クラス 

優勝設

定 

事前

申込 

エリート ME 80分 WE 70 分 下記参照※１ 
3000

円 

レンタル 

E カード 

+200円 

プログラ

ム 

郵送 

+200円 

成績表 

郵送 

+200円 

上級者 

M21A 75分 W21A 60 分 無制限 

2500

円 

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 40 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 

M18A 50分 W18A 40 分 高校生以下 
1500

円 

中級者 

M15 40分 W15 30 分 中学生以下 

M12 40分 W12 30 分 小学生以下 

BL/40分（男女共通） 無制限 2500

円 BS/30分（男女共通） 無制限 

学生新人 MF 40分 WF 30 分 学生新人 
1500

円 

セレクシ

ョン 

北東Ms 80分 北東Ws 60 分 
北東学連セレ

参加者 2500

円 北信越

Ms 
80分 

北信越

Ws 
60 分 

北信越学連セ

レ参加者 

当日

申込 

上級者 

OA/60分（男女共通） 無制限 

3200

円 

My Eカー

ドは 

使用でき

ません 

 

成績表 

郵送 

+200円 

OAS/50分（男女共通） 無制限 

OASS/40 分（男女共通） 無制限 

中級者 
OBL/40分（男女共通） 無制限 

OBS/30分（男女共通） 無制限 

学生新人 OMF 40分 OWF 30 分 学生新人 
2200

円 

 

※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年目以下であれば参加することができます。  

 

 



○クラスに関する諸注意 

・年齢は2013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・分割・統合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。  

・高校生以下の方の上・中級者クラスの参加費は、事前申込は1500円、当日申込は2200円とな 

ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【交通手段】 

○会場までの交通手段 

・本大会は競技地区の都合上、最寄駅から会場までが遠く、公共交通機関を利用してのアクセ

スが大変不便になっております。大会バスの利用をおすすめいたします。 

 

○大会バス 

・池袋駅↔会場の直行バスを運行いたします。所要時間は2時間30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いたしますことをご了承ください。 

・料金は往復3500円です。片道のみのご利用はできません。大会バスに関する詳細は後日大会

公式サイトにてご案内いたします。 

・大会バスの申し込みはエントリーの締め切りと同時に締め切ります。 

・大会バスは現在3便の運行を予定しておりますが、申込の状況によって一部追加、廃止される

可能性があります。 

・大会バスは3便ございますが、基本的に申込者のスタート時間を考慮した上で、こちらで割り

振らせていただきます。 

〈予定〉 ※2012年3月現在 

  池袋   会場 

往路 6:15 →→→ 8:45 

  6:45 →→→ 9:15 

  7:15 →→→ 9:45 

復路 17:30頃～ ←←← 15時頃～ 

※復路のバスは表彰式が終わり次第順次出発する予定です。 

 



○電車 

・JR吾妻線「市城」駅より3.1キロ 徒歩45分(小野上温泉駅は最寄り駅ではございません)。 

※競技の公平性を保つため、市城駅以外からのご来場はご遠慮下さい。 

〈参考〉 ※2012年3月現在 

  池袋 →→→ 市城 

普通列車 5:02 →→→ 8:13 

新幹線利用 6:01 →→→ 8:13 

普通列車 7:34 →→→ 10:13 

新幹線利用 7:48 →→→ 10:13 

※ダイヤ改正により発車時刻、到着時刻が変更となる場合がございます。公共交通機関をご利 

用の際は最新の時刻表をご確認ください。 

○自動車 

・関越自動車道 渋川伊香保ICから県道35号線を経由（16キロ、40分程度） 

・駐車場は会場の東吾妻町役場東支所に60台程、他に会場以外の駐車場（徒歩20分程）を数十 

台程度予定しております。 

・それ以外の駐車場については現在交渉中です。 

・希望者多数の場合には抽選となる場合がございます。ご了承ください。 

・抽選に漏れた場合は、大会バスや公共交通機関をご利用ください。抽選漏れの場合に大会バ

スのご利用を希望される方は申込時に「バス往復乗車券」の欄で「第2希望」をお選びくださ

い。その際のバス料金の払い込み方法については抽選漏れの連絡時に同時にお知らせいたし

ます。 

 

【スケジュール(予定)】 

開場時刻 8:30 

当日申込受付時間 9:00-10:30 

トップスタート時刻 10:30 

 

【お申込】 

○申込締切日・参加費払込締切日 

4月25日（水） （会場申込を除く） 

・郵送申込の締切日は当日消印有効・払込完了日とし、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。 

・ただしいずれの申込方法についても、学生新人クラスは 5月13日（日）締切です。 

・いかなる理由があろうとも（大会中止を含む）、参加費等の返金は致しませんのでご了承く 

ださい。 

・間違った金額の振込をされた場合には個別に対応致しますので、要項最終ページのお問い合 

わせ先（エントリー）までご連絡ください。 



 

○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ご郵送ください。 

〒256-0805 神奈川県小田原市上町152 林梨花 行 

 

②メール申込 

・詳細は大会公式サイトをご覧ください。 

 

 

③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。 

 

※以上①～③につきましては、参加費は下記郵便総合口座にお振込みください。 

払込先：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 

・郵便局の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。ただし電信振替に

は総合口座が必要です。 

・申込と送金は必ず同一人物が行ってください。 

・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。 

払込先：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 

 

④会場申込 

・以下の大会会場にて申込受付を行います。 

・現在他の大会も検討中ですので、変更の場合には大会公式サイトにてご案内いたします。 

2月19日 早大OC大会（終了）  3月10日・11日 インカレミドル・リレー（終了） 

3月18日 全日本スプリント（終了）  4月8日 茶の里いるま大会（終了） 

5月3日  山川スプリント    5月4日 全日本大会 

5月5日  クラブ7人リレー 

※山川スプリント・全日本大会・クラブ7人リレーは、申込締切日を過ぎておりますが、通常通

りの申込が可能です。 

 

【プログラム・成績表】 

○プログラム 

・開催日の1週間前までに大会公式サイトにて公開いたします。 



・郵送をご希望の方は、申込の際に「プログラム郵送」の欄にてお申込みください。 

・郵送料金：200 円 

 

 

○成績表 

・大会終了後、大会公式サイトにて公開いたします。 

・郵送をご希望の方は、申込の際に「成績表郵送」の欄にてお申込みください。 

・郵送料金：200 円 

 

【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、大会公式アドレス 34th■comp.olk.jp  

(■→＠)までお問い合わせください（締切 3月25日（日））。 

 

 

【お問い合わせ先】 

・ご不明な点・質問などがございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。 

メ ー ル：34th■comp.olk.jp (■→＠) 

エ ン ト リ ー：34th_entry■comp.olk.jp (■→＠) 

電 話 (緊 急 )：真保陽一(大会責任者) 080-6927-1531 

大会公式サイト：comp.olk.jp/34/     要項・プログラム・エントリーリスト・成績表等を掲載予定 

  

              (第34回東大ＯＬＫ大会 要項2 終わり) 


