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1. 大会概要 

正式名称  第 40 回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 

     兼東日本大会 

     兼Asia Orienteering Cup 2018 

兼2018年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロングディスタンス競技部門                

北東地区・北信越地区代表選考会 

   （JOA 公認カテゴリ A 大会・一部クラス World Ranking Event 指定） 

開催日   2018 年 6 月 3 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・立教・跡見学園女子・中央・聖心女子・

東洋・東洋学園・法政 各大学より構成） 

  大会責任者   高見澤 翔一 （一橋大学 2016 年度入学） 

  運営責任者   比企野 純一 （東京大学 2016 年度入学） 

  競技責任者・コース設定者 種市 雅也 （東京大学 2016 年度入学） 

  渉外責任者   塚田 恵理 （跡見学園女子大学 2016 年度入学） 

  イベントアドバイザー  西脇 正展 （岐阜県オリエンテーリング協会） 

  IOF イベントアドバイザー       尾上 俊雄 （日本オリエンテーリング協会） 

  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  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 

東京都オリエンテーリング協会 

関東学生オリエンテーリング連盟 

日本学生オリエンテーリング連盟 

協賛   EVERNEW 

O-Ajari 

O-Support 

大澤屋 

錦光堂 

渋川地区物産振興協会 

ニチレイ 

丸福ホルモン 

道の駅こもち 

 



開催地 群馬県渋川市 

会場 渋川市赤城総合運動自然公園 アリーナ 

（〒379-1105 群馬県渋川市赤城町北上野 444 番地） 

開場時刻   8:40 

トップスタート時刻  10:30 

会場閉鎖時刻     17:00 

 

当クラスは、11 月 9 日（金）～11 日（日）に愛知県豊根村・設楽町で開催される、キャンプ泊を含めた 2 日間の 

ナビゲーションイベント、OMM JAPAN 2018（Original Mountain Marathon）参加希望者を対象としています。 

OMM JAPAN 2018 に関する詳細は OMM JAPAN オフィシャルサイト（http://theomm.jp）をご覧ください。 

 

※会場に未就学児のお子様が遊ぶことのできるスペースを設置いたします。親子連れの方も奮ってご参加くだ 

さい。 

 

2. 交通手段 

◆ 自家用車でお越しの場合 

関越自動車道「赤城 IC」 → 県道 70 号で約 5 分 

・ 赤城総合運動公園周辺に駐車場を用意する予定です。駐車場の利用を希望される方は、お申込の際に

「交通」の欄にて「自家用車」をお選びください。また、「運転手」、「同乗者・他」のいずれかをお選びください。 

・ 駐車場利用希望者が多数の場合は抽選を行い、駐車券を発行いたします。その場合、抽選結果は申込締

切後に大会公式サイトに掲載いたします。抽選に漏れた場合は、池袋駅からの大会専用バス、鉄道等をご

利用ください。抽選に漏れた場合に池袋駅からの大会専用バスの利用を希望される方は、お申込の際に

「大会専用バス」を第2希望としてお選びください。その際のバス料金のお支払い方法については、追ってご

連絡いたします。 

 

◆ 鉄道でお越しの場合 

JR 上越線・吾妻線 時刻表（2018 年 3 月現在） 

JR 高崎駅 →→→ 渋川駅 

普通 7:45 →→→ 8:10 

普通 8:24 →→→ 8:50 

普通 8:53 →→→ 9:19 

・ JR 渋川駅～会場間のバスを運行する予定です。 

・ 大会当日は会場までの一般路線バスが運休となっているため、ご注意ください。 

・ お申込の状況により、駅～会場間バスを有料とさせていただく場合があります。 

http://theomm.jp/


◆大会専用バスでお越しの場合 

運行スケジュール（往路予定） 

大会専用バス 池袋 →→→ 会場 

1 便 7:00 →→→ 9:00 

・ 池袋駅から大会会場（赤城総合運動自然公園）までの大会専用バスを運行いたします。所要時間は 120

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する場合がございます。 

・ 料金は往復4500円です。片道のみのご利用はできません。大会専用バスに関する詳細は、後日大会公式

サイトおよびプログラムにてご案内いたします。 

・ 大会バスの申込はエントリーと同時にお願いします。エントリー締切後にバスの空きがある場合は、追加申

込を受け付ける場合があります。 

・ 大会専用バスは申込の状況によって廃止される可能性があります。また、大会専用バスは抽選となる場合

があります。 

※復路の運行予定は後日正式に発表いたしますが、出発は 16:00 を予定しています。 

 

 

 

3. 競技情報 

使用地図 2018 年東大 OLK リメイク予定 

  旧図： 「赤城～白の轍～」  （2014 年東大 OLK 作成） 

       「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） 

「赤城」   （1995 年東大 OLK 作成） 

  ISOM2017 準拠 

  縮尺：1：15,000 

  等高線間隔：5m 

  走行可能度：5 段階表示 

  Trimble 社 Juno 3B・Juno SB 使用 

立入禁止地区 本大会に参加を予定している方は、大会当日まで以下の競技エリア（下図で示す範囲）への

オリエンテーリングを目的とする立ち入りを禁止とします。 

   クローズドテレイン： 「赤城～白の轍～」  （2014 年東大 OLK 作成） 

  「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） 

「赤城」   （1995 年東大 OLK 作成） 



 

 

本大会ではスタート地区付近までバス輸送を行います。詳細はプログラムに記載いたします。 

 

テレインプロフィール 

2014 年の第 36 回東大 OLK 大会で使用された「赤城～白の轍～」を拡大リメイクします。 

本テレインは赤城山の西麓、赤城自然園のすぐ東に位置しており、東から西へと下る広大な緩斜面が最大の特

徴です。その緩斜面に深く切れ込んだ沢があり、これがテレインを北部と南部に分けています。植生は、見通し

の良い杉林・雑木林が大部分を占めており、概して走行可能度は高いです。テレイン内には、テレイン周辺部を

除いて民家や耕作地は見られません。また、通行量の少ない舗装道をはじめとする道が、テレイン全域にわた

って東西に発達しています。 

 

トレーニングテレイン 

本大会ではトレーニングテレインは特に設けません。 

 

クラス・参加費 

・ OMM に必要と想定される難易度で、比較的長いコースをご用意いたします。優勝設定時間は 90 分です。 

・ ペア・個人どちらでも参加可能です。参加費は 1 人当たり 5000 円です。 

・ 事前申込のみ受け付けます。当日参加はできません。 

・ 当クラスに限り、競技時間は 3 時間です。 

・ 定員はペアと個人を合わせて 90 組です。定員に達した時点で申込みを締め切ります。 

・ ナビゲーションや地図読みが初めての方には、要項ver. 2記載のB・CクラスまたはN/Gクラスへのご参加を

推奨します。 

・ 地図記号の凡例がございます。コントロール位置説明は日本語となっております。 

・ マイ E カードは使用できません。参加費にはレンタル E カード代が含まれております。 

 



4. ナビゲーション講習会 

レース前には OMM に必要とされるナビゲーションスキルのレクチャーとオリエンテーリング地図の説明、レース

後には振り返りなどを予定しております。担当は、OMM JAPAN 2017 テクニカルディレクターの田島利佳さんで

す。 

 

5. 招待選手紹介 

以下の選手を本クラスの招待選手としてご招待いたします。 

福西 佑紀 （TEAM 阿闍梨） 

村越 真  （TEAM 阿闍梨） 

お二人は東大 OLK の OB でもいらっしゃいます。レース後、ルートやラップタイムの比較ができます。また、どの

ようにプランをして進んだかなどのお話おしていただけるのではないでしょうか。 

 

6. エントリー 

お申込方法 

以下の①②③のいずれかをご利用ください。 

 

① メール申込 

詳細はナビゲーションチャレンジクラス専用サイト（http://comp.olk.jp/40/nc/）をご覧ください。お申込みの際

には、ナビゲーションチャレンジクラス専用の参加申込用紙をご利用ください。 

② 郵送申込 

ナビゲーションチャレンジクラス専用サイトよりナビゲーションチャレンジクラス専用の参加申込用紙をダウンロ

ードしていただき、必要事項をご記入のうえ、以下の宛先にご郵送ください。 

〒153-8902 東京都目黒区駒場 3-8-1 東京大学学生会館 103B 東大 OLK 

 

※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、月 3 回以内であれば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。 

・ 他行からのお振込みも可能です。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/40/


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 

4 月 22 日 第 15 回茶の里いるま大会 

   5 月  5 日 第 3 回東工大大会 

※第 3 回東工大大会の会場申込に関しては申込締切日を過ぎておりますが、特例で申込を受け付けます。 

 

お申込締切日・参加費振込締切日 

5 月 1 日（火） 

・ 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

いたします。  

・ 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。 

・ エントリーが完了した方については、大会公式サイトに掲載予定のエントリーリストから確認できます。 

・ 間 違 っ た 金 額 の お振 込を され た 場 合 に は個 別に 対 応 い た しますの で、エ ン ト リ ー 用 ア ド レス

（40th_entry★comp.olk.jp（★→@））までご連絡ください。 

 

 

 

7. プログラム・報告書 

プログラムは開催日の 1 週間前までに大会公式サイトにて公開いたします。また、報告書は大会終了後、大会

公式サイトにて公開いたします。なお、プログラム・報告書の郵送は承りません。 

 

 

 

8. 留意事項 

・ 要項および公式サイトに記載されている事項は、予告なく変更される可能性がございます。変更があった場

合、公式サイトにて変更箇所を公表いたします。 

・ 安全のため、熊鈴を携行して出走することを強く推奨します。運営側でも用意いたしますが数に限りがある

ので、各自でご準備ください。 

 

 

 

 

 

 

 



9. お問い合わせ 

ご不明な点、ご質問などがございましたら、下記のメールアドレスまでご連絡ください。 

・ エントリーに関するお問い合わせ 

40th_entry★comp.olk.jp （★→＠） 

・ その他のことに関するお問合せ 

40th★comp.olk.jp （★→＠） 

 

大会リンク 

大会公式サイト：http://comp.olk.jp/40/ 

ナビゲーションチャレンジクラス専用サイト：後日公開  

 

 

 

プログラムの公開は 5 月下旬を予定しております。 

（第 40 回東大 OLK 大会 ナビゲーションチャレンジクラス要項 おわり） 

http://comp.olk.jp/40/

