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第36回 東大OLK大会 要項version2 
 

【大会概要】 

正式名称 第36回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 

開催日 2014年6月1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・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（予定） 

     渋川市教育委員会（予定） 

     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 

株式会社エバニュー 

     O-Support 

      

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。 

駐車場   赤城総合運動自然公園周辺 

 

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   2014年東大OLKリメイク予定 

     縮尺：1/10,000（一部上位クラスでは1/15,000） 

等高線間隔：5m 走行可能度：4段階表示 

     Trimble社 Juno SB使用 

     旧図：2009年東大OLK作成「赤城～どうぶつの森～」 

         2001年東大OLK作成「赤城～風、薫る」 

 

大会責任者    伊東 瑠実子 （東京大学2012年度入学） 

運営責任者    村川 拓也 （東京大学2012年度入学） 

競技責任者兼コースプランナー  大井 真 （東京大学2012年度入学） 

渉外責任者    大久保 宗典 （東京大学2012年度入学） 

大会コントローラー   大西 康平 （京都大学2003年度入学） 
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【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方の、大会終了までの以下の競技エリアへのオリエンテーリングを目的とす

る立ち入りを禁止します。（下図赤破線で囲まれた範囲） 

クローズドテレイン 「赤城～どうぶつの森～」（2009年 東大OLK作成） 

          「赤城～風、薫る」（2001年 東大 OLK作成） 

 

○テレインプロフィール 

2009年の第31回東大OLK大会で使用された「赤城～どうぶつの森～」をリメイクします。 

本テレインは赤城山西麓の標高650～850m、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

に微地形が発達しています。植生は、見通しの良い杉林・雑木林が大部分を占めています。またテレイン

内には、北西部を除いて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

全体に道が東西に発達しています。       

 

○クラス、優勝設定時間、参加費 

・年齢は2015年3月31日までに到達する年齢とします。 

・運営の都合上、優勝設定時間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が、女性クラスへの男性の出走は原則として認めません。 
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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 （※1）  3200円 

レンタル 

Eカード 

＋300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 

2700円（※3） 

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 50分 高校生以下 

1700円（※3） 

中級者 

M15 40分 W15 30分 中学生以下 

M12 30分 W12 30分 小学生以下 

BL/40分（男女共通） 無制限 
2700円（※3） 

BS/30分（男女共通） 無制限 

学生新人 MF 40分 WF 30分 学生新人 1700円 

初心者 
N（個人・男女共通） 無制限 

700円（※4） 
G（グループ・男女共通） 無制限 

当
日
申
込 

上級者 

OA/60分（男女共通） 無制限 

3500円（※3） 

マイ 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 2500円 

初心者 
ON（個人・男女共通） 無制限 

1000円（※4） 
OG（グループ・男女共通） 無制限 

 

※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に出走していただきます。その

場合、事前にお支払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  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1700円、当日申込は2500円です。但し、

エリートクラスは3200円です。 

※4  G/OGクラスは1グループあたりの料金となります。N/G/ON/OGクラスに出走する小学生低学年以下の

方は、必ず保護者の方が同伴の上ご参加ください。 
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【交通手段】 

○大会バスをご利用の場合 

・池袋駅⇔会場の直行バスを運行いたします。所要時間は 140 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（小学生以下 2000 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。 

・大会バスの申込はエントリーの締切と同時に締切ります。 

・大会バスは、基本的に申込まれた方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。ご要望がございましたら、備考欄にご記入ください。 

・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

ございます。 

 

【運行予定】（2014年 3月現在） 

 池袋（発） →→→ 会場（着） 

1便 6:30 →→→ 8:50 

2便 6:50 →→→ 9:10 

3便 7:10 →→→ 9:30 

 

※復路の運行予定は後日発表いたしますが、交通状況等により池袋駅到着時刻が遅れる場合がございます。

予めご了承ください。 

 

○公共交通機関をご利用の場合 

・JR上越線渋川駅から大会会場までバス輸送を行います（30分程度）。 

・乗車料金（片道：600円）を乗車時に係の者にお支払いください。事前申込は不要です。 

・渋川駅からのバスは混雑が予想されますので、池袋駅からの大会バスを推奨いたします。 

 

【大会バスと電車＋バスの往復料金比較】（2014年 3月現在） 

大会バス 池袋→会場 140分程度 3500円 

電車＋バス 池袋→会場 190分程度 5700円 

 

○自動車でお越しの場合 

・関越自動車道赤城ICから駐車場まで2分程度です。駐車場は、赤城総合運動自然公園の内部とその周辺を

予定しています。 

・駐車場（赤城総合運動自然公園周辺）から大会会場までバス輸送を行います（10分程度）。 

・駐車場が限られておりますので、なるべく皆様でお乗り合わせの上、お越しいただく様お願いいたしま

す。駐車場のご利用をご希望の方は、大会参加申込時に合わせて希望してください。 

・駐車場利用希望者多数の場合は抽選となります。予めご了承ください。抽選結果は、申込締切後大会公

式サイトにてお知らせいたします。抽選に漏れた場合は、池袋からの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ご希望の方は申込時に「交通手段（第二希望）」の欄

で「池袋⇔会場往復バス」をお選びください。その際のバス料金のお支払い方法については抽選漏れの
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連絡時に併せてお知らせいたします。 

・駐車券をご希望の方は、エントリー時に駐車代として代表者様が 1000円（一台あたり）を参加費に加え

てお支払いください。駐車場代は駐車場から会場までのバス輸送にかかる経費ですので、別途バス代を

お支払いいただく必要はございません。抽選となった場合、漏れた方には会場で返金を行います。 

【体験会】 

・大会当日、会場（赤城自然園第２駐車場）から徒歩40分の赤城総合運動自然公園にてオリエンテーリン

グの体験会を開催いたします（事前申込不要）。詳細は後日、大会公式サイトにてご案内いたします。 

【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 

【エントリー】 

○申込締切日・参加費振込締切日    

5月1日（木） 

・郵送申込の締切日は当日消印有効・振込完了日とし、メール申込の締切日は当日送信有効・振込完了日

とします。 

・但しいずれの申込方法についても、学生新人クラスは締切を 5月7日（水）とします。 

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

・間違った金額の振込をされた場合には個別に対応いたしますので、お問い合わせ先（エントリー：

36th_entry■comp.olk.jp（■→@））までご連絡ください。 

 

○申込方法 

①メール申込 

詳細は大会公式サイト（http://comp.olk.jp/36/entry.html）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。 

  〒157-0066 東京都世田谷区成城6-29-7 森泰二郎 行 

 

※以上①②につきましては、参加費は下記ゆうちょ銀行総合口座にお振込みください。 

 振込先：記号番号 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、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。 

・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。 

振込先：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 

http://comp.olk.jp/36/entry.html
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③会場申込 

以下の大会会場にて申込受付を行う予定です。 

 3月22日（土） ロング日本代表選考会＠日光 

 4月20日（日） 茶の里いるま大会＠埼玉 

 4月27日（日） 全日本大会＠長野 

  

【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】 

・本大会をセレクションレースに利用される場合は、 

お問い合わせアドレス（36th■comp.olk.jp（■→@））までお問い合わせください。 

（締切）3月31日（月） 

【お問い合わせ先】 

・ご不明な点・質問などがございましたら、エントリーに関することはエントリー用アドレス、それ以外

はお問い合わせアドレスまでご連絡ください。 

  

お問い合わせアドレス：36th■comp.olk.jp（■→@） 

エントリー用アドレス：36th_entry■comp.olk.jp（■→@） 

     電話（緊急）：090-7370-7057（伊東：大会責任者） 

大会公式サイト：http://comp.olk.jp/36/ 

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 36回東大 OLK大会 要項 version2終わり） 


