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1. 大会概要 
 

正式名称 第 39回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 

開催日  2017年 6月 4日（日） 雨天決行・荒天中止 
 
主催・主管 東京大学オリエンテーリングクラブ（以下「東大 OLK」と呼称） 
  （東京・一橋・実践女子・津田塾・十文字学園女子・お茶の水女子・立教・ 
     跡見学園女子・中央・聖心女子・東洋・東洋学園・法政 各大学により構成） 
 
 大会責任者   佐藤 遼平 （東京大学 2015年度入学） 
 運営責任者   岡 遼汰郎 （東京大学 2015年度入学） 
 競技責任者・コース設定者 宮本 樹 （東京大学 2015年度入学） 
 渉外責任者   濱宇津 佑亮 （東京大学 2015年度入学） 
 大会コントローラ  田濃 邦彦 （静岡大学 1994年度入学） 
 ナビゲーション講習会講師 田島 利佳 （OMM JAPAN テクニカルディレクター） 
 
後援  裾野市    静岡県オリエンテーリング協会 
  裾野市教育委員会  日本学生オリエンテーリング連盟 
  裾野市商工会   関東学生オリエンテーリング連盟 
  裾野市観光協会 
 
協賛  O-Support   EVERNEW   TRIMTEX 
  景ヶ島バーベキュー  お菓子処 清月   海野製麺所 
  土屋商店   JAなんすん   菓匠 竹水園 
  タイコーホーム  深良乳販   六文亭 
  スタジオ O&K  やさい食堂 楽風  三島信用金庫裾野東支店 
  鈴木凸版印刷   もののふの里銘酒会  渡辺製麺 
  中山産商   渡邊工業   富士の里洋菓子店 
  ふる里    ミツマル燻製所  裾野市上下水道課 
  和風れすとらん みよし 静岡銀行裾野支店  清水銀行裾野支店 
  沼津信用金庫裾野北支店 三島信用金庫裾野支店 
 
開催地  静岡県裾野市 
 
会場  裾野市立富岡第一小学校  
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2. ご挨拶 
 

大会責任者  佐藤 遼平 
 
第 39回東大 OLK大会へのご参加ありがとうございました。 
800名以上が今大会に参加され、地元の方向けの体験会と合わせまして 1000名以上の方にご来場
いただいたこと、嬉しい限りです。ありがとうございました。 
大会当日は、出店を楽しむ人々を見たり、挨拶に来てくださる皆様とお話すること、ひとつひと
つがとても楽しいものでした。 
裾野を OLK大会で使用するのは今大会で 5度目となります。裾野での大会参加は初めて、という
方はもちろん、裾野での大会参加は 2度目 3度目だ、という方でも満足していただける大会づく
りを目指してまいりました。 
例えば競技では、ここ数回では使用していなかった範囲のリメイクや、競技責任者宮本が 1年か
けて仕上げた渾身のコース。 
またそれ以外の面では、わかりやすい会場案内や誘導案内。親子向けのスペースや、軽食の販売
などで、参加者が気持ちよく大会を楽しめる環境づくりを目標にし、駐車場での誘導や靴袋の手
渡しなど、細かい部分にも気を配ろうと努力してきました。 
当日満足いただけたのならば、この上ない喜びです。アンケート等でいただいた意見を真摯に取
り入れ、来年以降、より細かいところまで行き届いた「おもてなし精神」の大会を目指してまい
ります。 
今大会では、地元裾野市の皆様の多大なるご支援をいただきました。美味しい食べ物の数々の販
売や、魅力的な景品。広くきれいな会場など、今大会の魅力はどれも裾野の皆様のご支援のもと
で成り立っています。 
この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。 
参加者の皆様にはぜひ、旅行や遠征の折に、また裾野市の魅力にふれていただけると嬉しいです。 
最後になりましたが、大会開催に際しまして、ご協力いただいた皆様に、ご協賛、ご後援いただ
いた各団体様に、心より感謝申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。 
来年以降も東大 OLK大会をよろしくお願いいたします。 
 

競技責任者/コース設定者 宮本 樹 
 
第 39回東大 OLK大会にご参加いただきありがとうございました。6月にしては珍しく乾燥した晴
れとなり、オリエンテーリング日和となりました。競技が不成立となることなく無事終えられて、
一息ついているところでございます。 
今大会は、5 年前をはじめとして、何度も東大大会で使用されてきた「裾野」開催しました。私は、
5年前の裾野での東大大会に参加しており、同じ場所に運営者として戻ってくることになり感慨深
く思った部分もありました。今回はレーザー測量の等高線を使用し、少し茶色を増量した地図と
なりましたが、いかがでしたか。 
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 コース設定においては、尾根の方向に対して斜めにレッグ線を通すことで、いかに登りを減らし
つつ速くいくかということを問うようにしました。テレインが全体的にごついので、登距離を減
らすことに苦労しましたが、アップ率としては６％ほどに収めることができて良かったと思って
います。とてもタフなコースになったかとは思いますが、それでも楽しんでいただけていたので
あれば、とてもうれしいことです。 
「裾野」で開催するときには恒例となってしまっていますが、スタート地区が会場から遠かった
ことは、年少クラスやご高齢の方には厳しいものとなってしまったと思っております。誘導途中
に給水を置くといった試みをしたのですが、十分な量が用意されておらず足りなくなってしまっ
たことをお詫び申し上げます。今大会で出た反省をもとに来年以降より良い大会を作り上げてま
いります。 
 
 「裾野」は、人の手がよく入っており、年中良好な植生で夏場でも使えるテレインです。都心
や名古屋圏からは少し遠いですが、いつも使用しているテレインに飽きたときやごつめのテレイ
ンでのオリエンテーリングを楽しみたいときにでも利用していただけると、調査者一同嬉しい限
りでございます。 
最後に、大会開催にあたり多大なご協力やご支援をいただいた裾野市をはじめとする地元の皆さ
ま、また本大会にご参加いただきました皆さまに感謝申し上げます。 
今後も東大 OLKならびに東大 OLK大会をよろしくお願いいたします。 
 

大会コントローラ  田濃 邦彦 
 
この度は、第 39回東京大学オリエンテーリング大会にご参加いただき誠にありがとうございまし
た。今回、ご縁があって、本大会のコントローラを務めさせていただきました。学生オリエンテ
ーリング界における日本一の大学クラブからオファーをいただいたことを大変うれしく思いなが
ら業務を行せていただきました。 
今回、コントローラとしては以下のスタンスでいました。 
1. コースについてウイニング設定どおりになるかどうかのチェック 
コースそのものには基本的に口を出さない。 
2. 競技に関する最低限の項目（要綱、プログラム、地図、スタート・フィニッシュ・計セン・誘
導など）をメインにチェックする。 
 
毎年、数百人の大規模の大会を開催しているクラブですので、運営のノウハウについて、一から
アドバイスする必要はないという考えのもと、要所だけを抑えられているかの確認に徹し、アド
バイスを求められた場合に答える、というスタンスでいました。①については、自身が参加者と
して過去の東大大会に参加した視点から見た場合、全般的にウイニングタイムが長くなる傾向が
あると感じていたため、若干短いくらいになるようチェックしました。（東大 OLKのみなさんは
皆競技者として優秀なため、試走で速いタイムが出る場合が多いためだと思います。）自身は年
齢的にシニアのため、エリートや 21A、20Aなどは東大 OLKの皆さんの試走タイムを参考とし、
シニア・ベテランについては目安となるクラスにて自分の試走タイムからウイニングの確認を行
いました。個人的にはロングとしてはさっぱりした感じのコースだったと思いますが結果的には
一部のクラスを除き、おおむね設定どおりになったと思います。アンケートの結果を見る限りは
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シニア～ベテランのクラスは長さ・難易度は概ね好評、エリートクラス（ME）は単調な部分もあ
り若干辛口なコメントもいただいており、もう少し口を出すべきだったかな、と反省しています。
については、競技以外にも大会ブログや Route Gadgetなど新しい試みも多く、協賛出店の多さ

など運営者の皆さんの熱意と努力に自分自身感銘を受けることが多かったです。その他、地図の
紙質について考慮が抜けていたなど若干反省点がありました。これについては次回大会への引継
ぎとして、次大会に運営主体となる期のみなさんがしっかり行っていただけると思います。本大
会では自身もいろいろな経験をさせていただきました。OLKのみなさんと同じ運営気分を感じる
ためにわざわざ集会所に寝袋にて泊まったりもしましたが、朝、集会所の隣にある仙年寺の鐘と
ともに目覚めたことがとても印象に残っています。 
あと、コントローラ業務とはまったく関係ないのですが、表彰式の序盤では○○○○をやらせていた
だきました。（これが一番の思い出かも。。。）大会に参加された皆様におかれましたも本大会
が楽しい思い出となっていましたら幸いです。 
最後になりますが、大会開催にあたりご支援いただきました協賛企業の皆様、静岡県裾野市の皆
様に心より感謝申し上げます。  
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3. 招待選手ルート図 
 
村越選手 
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福西選手 
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4. 募金のご報告 
 

会場の受付に、東大 OLKから選出された JWOC代表選手 2名へのカンパ用募金箱を設置いたしま
したところ、総額 40,924円が集まりました。これらは全額、2名（新田見 優輝、椎名 昇丈）の遠
征費として充てさせていただきました。皆様の温かいご支援に心より厚く御礼申し上げます。 

5. 成績 
 
   

NaviC	
	 	 1:38:34	 TEAM 	
	 	 1:51:12	 TEAM 	

1	 	 1:57:08	 		
2	 	 2:06:02	 		
3	 	 2:12:36	 AG	
4	 	 2:20:21	 		
5	 	 2:23:14	 	
6	 	 2:33:19	 		

7	 	 2:38:20	 BBB	

8	 	 2:39:38	 		
9	 	 2:46:36	 	
10	 	 2:54:05	 Club 	

11	 	
	 2:58:39	 	

12	 	 3:00:18	 		

13	 	
	 3:01:42	 	

14	 	 3:09:34	 	
		

15	 	 3:12:58	 Club 	
16	 	 3:16:25	 Club 	
17	 	 3:20:19	 Club 	
18	 	 3:24:44	 Club 	
		 	 3:34:28	 		

		 	 3:34:59	 	

		 	 3:37:23	 		
		 	 3:38:59	 	

		 	 DISQ	 Team
	

		 	 DISQ	 Team
	

		 	 DISQ	 	
		 	 DISQ	 	
		 	 DISQ	 	
		 	 DISQ	 	
		 	 DISQ	 		
		 	 DISQ	 		

		 	 DISQ	 Team
	

		 	 DISQ	 Club 	
		 	 DISQ	 Club 	
		 	 DISQ	 		
		 	 DISQ	 Club 	

		 	
	 DISQ	 Club 	

		 	 DISQ	 		

		 	
	 DISQ	 		

		 	
	 DISQ	 		

		 	
	 DISQ	 		

		 	 DISQ	 Club 	
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6. 運営者一覧 
 
大会責任者   佐藤 遼平  エントリー責任者  三上 拓真  
運営責任者   岡 遼汰郎  Web責任者   井島 知哉 
競技責任者/コース設定者 宮本 樹  会計責任者   村井 智也 
渉外責任者   濱宇津 佑亮  広報責任者   西田 成佑 
作図責任者   大田 将司  資材責任者   豊田 伸平 
調査責任者   谷口 文弥  大会 Tシャツ責任者  増田 風見花 
渉外補佐   藤島 志帆  大会公式キャラクター制作 飯田 涼芳 
作図補佐   新田見 優輝
 
本部付きドライバー  村井 智也 
 
大会コントローラ  田濃 邦彦 
 
会場パート 
中島 緑里（パートチーフ）、小林 晴美、齋藤 恵梨、田中 翔大、平山 遼太、 
藤谷 彩夏、増田 健也、飯田 涼芳、谷口 文弥、増田 風見花、後藤 將夫、後藤 結、田原 真綺、 
比企野 純一、朝倉 佳代、香取 瑞穂、マグダ デ ブラウン 
 
スタートパート 
八木 香織（パートチーフ）、加藤 岬、瀧澤 修人、松尾 怜治、出原 優一、村山 友梨、飯田 泰史、
小林 美咲、小林 結菜、塚田 恵理、佐藤 珠穂、根本 夏林、野中 麻佑子、林 利奈、日比 浩喜、  
松本 明訓 
 
 
フィニッシュパート 
岡本 洸彰（パートチーフ）、斉田 圭吾、竹内 元哉、清水 直、木下 達仁、小森 優真、髙坂 州、 
福田 緒、椎名 晃丈、田村 咲也、細谷 柚衣、保木 祥声 
 
計センパート 
小林 日向（パートチーフ）、中野 喬博、種市 雅也、山川 登、石原 聖康、片岡 茅悠 
 
競技救護パート 
横堀 聖人（パートチーフ）、大東 祐汰、佐藤 あおい、瀬川 出、平野 光、荻原 沙季、木村 るび子、
殿垣 佳治、西田 成佑、的場 友昭、海老原 稜大、大橋 陽樹、長江 有祐、正木 剛志、浅井 寛之、 
池田 直樹、石山 雄太、世良 史佳、鶴原 啓、中村 僚宏 
 
体験会パート 
加藤 めぐみ（パートチーフ）、粂 潤哉、三科 圭史、田口 悠、新田見 優輝、兵藤 瑞穂、藤島 志帆、
石田 晴輝、後藤 幸大、高見澤 翔一、古田 陸太、山本 優海、飛島 寛人、ペ ジュンイル、李 楊 
 
交通パート 
小池 一輝（パートチーフ）、豊田 伸平、三上 拓真、梅澤 直幸、佐藤 公洋、鹿野 梨佳子、 
久保川 和馬、栗本 美緒、中林 雄一、森川 周 
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バスパート 
國分 英（パートチーフ）、後藤 和樹 
 
演出パート 
立花 和祈（パートチーフ）、植田 翔大、河野 大和、大田 将司、河本 将毅  


