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第 36回東大 OLK大会  

トレイルランナー対象クラス 

プログラム 

2014/6/1（SUN） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上）赤城自然園園内の写真 

（左）第 36回東大大会キャラクター 

   “コンタリングマ” 
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【大会概要】 

開催日  2014年6月1日（日） 

競技地区 群馬県渋川市赤城町 

会場   赤城自然園第２駐車場 

※青空会場となっております 

 

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・十文字学園女子・十文字学園

女子短期・お茶の水女子・立教・東京

医科歯科・武蔵野 各大学より構成） 

後援   渋川市 

     渋川市教育委員会 

     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 

協賛   大澤屋 

     キミちゃんりんご園 

聖酒造 

味の素 

マンナンライフ 

株式会社エバニュー 

     O-Support 

協力   赤城自然園 

     関越交通 

 

大会責任者     

伊東 瑠実子 （東京大学2012年度入学） 

トレイルランナー対象クラス責任者 

祐谷 大輝  (東京大学2012年度入学） 

トレイルランナー対象クラスアドバイザー 

山田 高志  (team TECHNICA 所属) 

 

【お問い合わせ・連絡先】 

大会公式サイト：http://comp.olk.jp/36/TR/ 

お問い合わせアドレス（大会前日・当日除く） 

36th■comp.olk.jp（■→@） 

緊急連絡先（大会前日・当日） 

090-7370-7057（伊東：大会責任者） 

 

 

【当日の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池袋発大会バ

ス 140分 

JR渋川駅より 

バス輸送 30分 

 

駐車場より 

バス輸送 10分

分 

 

会場（赤城自然園第 2駐車場） 

開場 8：30 当日申込 9：00～10：30 

オレンジテープ誘導 20分 

 

スタート地区 

トップスタート 10：30 スタート閉鎖 12：30 

競技中は全て赤白テープ誘導 

フィニッシュ地区 

フィニッシュ閉鎖 15：00 

会場（赤城自然園第 2駐車場） 

地図販売・成績表郵送受付 13：00～ 

未出走者地図返却 13：00～ 

回収地図返却 13：30～ 

表彰式 随時 

会場閉鎖 16：00 

紫テープ誘導 

（途中オレンジテープ誘導に合流） 
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【競技情報】 

◎地図情報 

 2014年東大OLKリメイク、オリエンテーリング用

マップ 

縮尺：1/15,000 

等高線間隔：5m 

サイズ：A4 

◎救護所・給水所 

競技区域内には 1箇所の救護所と 2箇所の給水所

が存在します。救護所は給水所を兼ねています。基

本的に、いずれかの給水所を 3回程度通過するよう

なコースになっておりますが、ルートによっては通

過しないことがありますのでご注意ください。また、

これらの場所で運営者から救護処置を受けた場合、

失格となります。 

 

◎クラス情報 

クラ

ス 

距離

(km) 

登距離

(m) 

優勝

設定

(分) 

縮尺 申込

者数

(人) 

MNLL 10.2 340 90 1:15000 4 

WNLL 7.4 210 90 1:15000 1 

 

【交通案内】 

別紙を参照してください。 

  

【申込・受付】 

《申込手続き（9：00～）》 

◎当日参加申込（～10：30） 

・申込用紙に必要事項を記入し、お申込みください。

出走者数の上限がございますので、早めに手続きを

お済ませください。レンタル Eカードは手続きの際

にお渡しいたします。マイ Eカードは使用できませ

ん。 

・当日申込参加費（Eカードレンタル代も含む） 

 OMNLL/OWNLL         3500円 

※OMNLLは MNLLと同じコース、OWNLLは WNLLと同

じコースになります。 

 

◎事前申込に不備のあった場合 

 ゼッケン袋に「申込不備通知」を同封しておりま

す。受付にてお手続きの上、Eカード・ゼッケンを

お受け取りください。 

◎代走申請 

 代走の場合は表彰対象外となり、また成績は参考

記録となります。代走する方は必ず受付に申告して

ください。なお、ME・WE・北東 Ms・北東 Ws ・北信

越 Ms・北信越 Wsクラスに関しては代走を禁止いた

します。男性クラスへの女性の出走は可能ですが、

女性クラスへの男性の出走は原則として認めませ

ん。 

◎コンパス貸出し 

 貸し出しの際、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返金いたします。 

◎地図販売（13：00～） 

 本大会の地図の他に、併せて行われた体験会の地

図、東大 OLK所有の各地図も受付にて販売をいたし

ます。 

◎欠席者地図返却（13：00～） 

 受付にて未出走者の地図返却を行います。 

◎地図返却（13：30～） 

 ゴールにて回収した地図の返却を行います。お取

り間違えにご注意ください。 

◎競技に関するお問い合わせ 

 競技に関するお問い合わせは本部にて承ります。 

【会場案内】 

◎開場 

 会場の開場時刻は 8:30です。 

◎会場エリア 

 会場は赤城自然園第二駐車場の上段および中段

となっております。下段および第一駐車場は赤城自

然園一般来場者の方ご利用のため、立入禁止とさせ

ていただきます。 

◎ゼッケン袋置き場  

事前申込の方は、会場中段南側にてゼッケン袋を

お取りください。ゼッケン袋には、レンタルＥカー

ド・バックアップラベル・ゼッケン・安全ピンなど

が入っております。  

◎公式掲示板  

競技に関する情報・変更点をお知らせします。必
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ずご確認ください。 

◎要項置き場 

会場中段入口付近にオリエンテーリング大会の

要項置き場を設けております。ご自由にお取りくだ

さい。 

◎トイレ  

 赤城自然園内総合案内所付近にトイレが男女

それぞれ 1か所ずつと足洗い場がございます。赤城

自然園内のトイレ・足洗い場をご利用の際は赤城自

然園入口にて本大会参加者用ゼッケンをご提示く

ださい。また、ピン付シューズの着用はお控えくだ

さい。 

数に限りがございますので、会場にお越しになる

前にトイレを済ましておくことをお勧めいたしま

す。 

◎女子更衣用テント 

 会場上段にあります。狭いのでお気を付けくださ

い。なお更衣用テント内に荷物を置くことは出来ま

せん。 

◎MNLL/WNLLクラス参加者向けナビゲーション講習

会・N/Gクラス参加者向け初心者説明会 

 会場上段にて行います。各講習会・説明会参加者

の方は、開始時刻までに会場上段にお集まりくださ

い。 

MNLL/WNLL事前申込者向け  9:00～9:30 

 N/G参加者向け  9:30以降随時 

 MNLL/WNLL当日申込者向け  10:30～11:00 

◎アクティベート 

会場にアクティベートユニットを設置していま

す。スタート地区に向かう前に Eカードの動作確認

を行ってください。 

◎アンケート回収  

アンケート用紙をゼッケン袋に同封しておりま

すのでご協力お願いいたします。回収は会場中段入

口付近にて行います。 

◎表彰 

事前申し込みの各クラス上位 3名の方に、表彰状

と賞品を贈呈いたします。 当日クラスの表彰は行

いません。表彰式は各クラス入賞が確定し次第、会

場中段南側で行う予定です。 

◎競技以外に関するお問い合わせ 

 競技以外に関するお問い合わせ、お落し物の届出

等は受付にて承ります。 

◎閉鎖 

 会場の閉鎖時刻は 16:00です。 

◎その他の諸注意 

・ 青空会場となっておりますので、雨具を携帯す

ることを推奨いたします。 

・ 会場近くにコンビニ等はございませんので、飲

食物は予めご用意の上、お越しいただくことを

推奨いたします。 

・ ごみは各自でお持ち帰りください。 

・ 赤城自然園内での遊歩道以外への立入並びに、

植物・昆虫の採集は禁止されています。 
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◎会場レイアウト 
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【競技の流れ】 

《スタート》 

◎会場からスタート地区まで 

・ オレンジテープ誘導で徒歩 30分です。 

・ フィニッシュ地区から会場までの紫テープ誘

導と合流している地点がございますのでご注

意ください。（合流地点には看板が置かれてい

ます） 

・ 途中に歩測区間（100m）を設けます。 

・ ウォーミングアップはスタート地区および会

場からスタート地区までのオレンジテープ誘

導区間で各自行ってください。車の通行には

十分にご注意ください。 

・ スタート地区では黄色テープより先には立ち

入らないでください。 
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・ スタート地区の閉鎖時刻は 12:30です 

◎遅刻 

遅刻者は遅刻者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。12:30 のスタート地

区閉鎖以降は出走できません。 

◎給水 

 スタート地区にて給水を行います。 

◎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

に限りがございますので、十分にご注意ください。 

◎その他の注意 

・ 役員による荷物輸送は行いません。 

・ コンパスの貸し出しは会場のみで行い、スター

ト地区では行なっておりません。会場で受付に

お申し出ください。 

◎スタートレイアウト・スタートの流れ 

 

MNLL,WNLL,OMNLL,OWNLLクラスのレーンはこちら 

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、ユニットのランプの点滅を確認してくだ

さい。万が一ランプが点滅しない場合は役員にお申

し出ください。その場合、予備を貸し出します。 

3分前 

左側の、青ゼッケンの人向けの 3分前枠にそれぞ

れ進み、役員より Eカード番号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進んでください。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へ進ん

でください。地図の取り間違えに注意してください。

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 

スタートチャイマーの合図と同時に Eカードを

ユニットから離し、スタートしてください。 

 

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。 

 

《競技中》 

◎競技方法 

 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

はバックアップ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 3時間とします。この時間を超えた場

合は失格となります。その場合は速やかにフィニッ

シュへ向かってください。 

※オリエンテーリング競技者向けのクラスの競技

時間は 2時間半ですが、MNLL、WNLL、OMNLL、OWNLL

クラスの競技時間のみ、3時間となります。 

◎テープ誘導 

 スタート地区～スタートフラッグ、最終コントロ

ール～フィニッシュでは赤白ストリーマーの誘導

に従ってください。辿らない場合は失格となります。 
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◎Eカード 

 E カードへの加工・書き込みは禁止です。但し、

バックアップ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

いただきます。 

◎立入禁止区域 

 立入禁止区域および地図上の住宅地・耕作地等に

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。なお、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。 

◎その他競技上の注意 

 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。また倒木の多い場所や足元の悪い急斜面

がありますので、怪我の予防をした上での出走を推

奨いたします。 

 競技中、車両通行止めや関係者以外立入禁止等の

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、競技者は通常通り通

行して構いません。 

 液晶付 Eカードを使用した場合、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が、正しい

のはコントロールに表示されているコントロール

識別番号の方になります。ご注意ください。 

 

《フィニッシュ》 

◎フィニッシュ方式 

 全クラスパンチングフィニッシュです。Eカード

で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、計時いたします。フィニッシュユニット

をパンチしない場合は失格となりますので、必ずパ

ンチしてください。 

 

 

 

◎フィニッシュレイアウト 

 

◎Eカード読み取り 

フィニッシュ後は追抜きをせず、フィニッシュし

た順番のまま読み取り所までお越しください。レン

タル E カードは読み取りの際に回収いたしますの

で、役員にお渡しください。 

◎地図回収 

 スタート閉鎖の時刻（12:30）まで地図回収を行

います。Eカード読み取りを済ませた方は、役員の

指示に従って地図にクラス名・所属・氏名を記入の

上、各自のクラスに該当する箱に入れてください。

13:30より会場にて返却いたします。 

◎給水所 

 地図回収を済ませた方は誘導に従って、給水所へ

お進みください。周辺は競技エリアとなっておりま

すので、テープで囲まれた区域内でのご利用をお願

いいたします。 

◎フィニッシュ地区から会場まで 

 給水所の端から始まる紫テープ誘導に従って会

場までお戻りください。途中で会場からスタート地

区までのオレンジテープ誘導と合流いたします。な

お、公道を通過いたしますので、地元の方のご迷惑

とならないようご配慮をお願いいたします。 

◎その他 

フィニッシュ閉鎖は 15:00です。競技が終了して

いなくても必ず 15:00までにはフィニッシュを通

過してください。棄権する方も必ずフィニッシュを

通過してください。フィニッシュ通過が確認できな

かった場合は未帰還者として捜索されることにな

ります。万が一、フィニッシュを通過せずに会場に

戻られた方は必ず本部までお申し出ください。 

競技に関する調査依頼等はフィニッシュでは受
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け付けておりません。所定の用紙に記入して本部に

提出してください。調査依頼締切は当日 15:45とし

ます。 

【諸注意】 

・ 競技中は腕時計の着用をお願いします。 

・ 一部、競技中に藪を切る場合がありますので、

皮膚の露出の少ないウエアでの出走をお勧めし

ます。 

・ 大会開催前の本競技区域へのオリエンテーリン

グ目的での立入、会場への本競技区域を含む地

図の持込は固く禁止します。立入、持込が発覚

した場合は失格とします。 

・ 本大会は傷害保険に加入しています。また、万

が一の場合に備えて保険証をお持ちになること

を推奨いたします。 

・ 本大会は近隣住民の方のご厚意の下、開催して

おります。会場付近の路上駐車等、近隣住民の

方のご迷惑となるような行為はお控えください。 

・ 会場・テレイン内での喫煙、飲酒、火器使用を

禁止いたします。 

・ 自分自身の健康状態を考慮し、体調が悪い場合

は絶対に無理をしないでください。 

・ テレイン周辺で熊の目撃情報があります。熊鈴

を携帯して出走されることを推奨いたします。 

・ 荒天・災害等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予

めご了承ください。中止の場合は大会公式サイ

トにて当日の朝 6:00までに中止の旨を掲載い

たします。 

・ 忘れ物の保管は6/29（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い合わせは、大

会お問い合わせアドレス（36th■comp.olk.jp

（■→@））までお願いいたします。 

・ ご自身あるいは他人に与えた損害については、

主催者側は一切の責任を負いません。 

 

 

 


