
第 3 回東⼯⼤⼤会（公認⼤会カテゴリ A） 要項 2 
2018 年 3 ⽉ 17 ⽇発⾏ 

2018 年 3 ⽉ 31 ⽇加筆（⻘字部分） 

 

1．⼤会概要 

●開催⽇  2018 年５⽉５⽇（⼟）⾬天決⾏・荒天中⽌ 

 

●主催  東京⼯業⼤学オリエンテーリング部（東⼯⼤ OLT） 

●役員 

実⾏委員⻑ ︓   ⼩原 和彦 （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

運営責任者 ︓   神野 直紀 （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

競技責任者 ︓   ⼤久保 雄真 （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

渉外責任者 ︓   椎名 渉  （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

広報責任者 ︓   上野 康平 （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

会計責任者 ︓   市川 渉  （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

イベントアドバイザー︓               仁多⾒ 剛 （埼⽟県） 

アシスタントイベントアドバイザー︓  坂野 翔哉 （東京都） 

 

●後援 

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 

栃⽊県オリエンテーリング協会(申請中) 

⽮板市(予定) 

⽮板市教育委員会(予定) 

ヤマカワオーエンタープライズ 

 

●協賛 

・城の湯 

・株式会社ニチレイ（ミネラルウォーターを全員に⽀給します） 

 

●タイムスケジュール(予定) 

 8:15 開場 

 9:45 トップスタート 



2．競技情報 

●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） 

※但し、⽇程変更・開催種⽬変更に伴い、縮尺 1 万分の 1 地図のまま、その範囲で最⼤の努⼒で提供でき

るコースとします。M21E でウィニング 70 分となる予定です。 

全クラスにおいて EMIT 社製電⼦パンチングシステムを使⽤します。 

 

●地図 

「倉掛湧⽔池」（⽇本学連事業計画第５弾・⽮板合会拡⼤エリア） 

縮尺︓1:10000、等⾼線間隔︓5ｍ、⾛⾏可能度︓4 段階表⽰、ISOM2017 準拠。 

※10、12、N、G クラスのみ「⽮板幸岡」縮尺 1:5000 を使⽤します。 

 

●テレインプロフィール 

 ⽮板市倉掛地区の新規エリアと旧マップ「⽮板合会」のリメイクエリアを合体したニューテレイン。標

⾼ 200-300m に位置する⾥⼭を中⼼としたテレインで、⼭塊の間には耕作地も広がる。テレイン内には

⽮板市の⽔辺景観⼗選にも選ばれている倉掛湧⽔池がある。マッパーが⽮板⼀⽩いテレインと銘打つほど

⾛⾏可能度の⾼いエリアが存在する。 

 

●⽴ち⼊り禁⽌エリア 

本⼤会に参加を予定している者は、⼤会当⽇まで以下に⽰すエリアへのオリエンテーリング⽬的(テレイン

視察含む)での⽴ち⼊りを禁⽌します。 

ただし、⽴⼊禁⽌区域周辺道路の通⾏および⽴⼊禁⽌区域内の商業施設の利⽤は妨げません。 

⽴⼊禁⽌区域の設定に伴い、以下のテレインをクローズとします。 

・栃⽊県⽮板市「⽮板会合」・栃⽊県⽮板市「⽮板幸岡」 

 
出典︓地理院地図電⼦国⼟ Web より 



●クラス 

 男性 ⼥性 参加条件 

クラス 優勝設定 クラス 優勝設定  

正規クラス ⼀般・⼤学⽣ M21E 70 分 W21E 60 分 有資格者 

 M21A 60 分 W21A 60 分 19 歳以上 

M21AS 50 分 W21AS 45 分 21 歳以上 

M20A 55 分 W20A 55 分 19-20 歳 

M35A 55 分 W35A 50 分 35 歳以上 

M40A 50 分 W40A 45 分 40 歳以上 

M45A 50 分 W45A 40 分 45 歳以上 

M50A 50 分 W50A 40 分 50 歳以上 

M55A 45 分 W55A 40 分 55 歳以上 

M60A 45 分 W60A 40 分 60 歳以上 

M65A 45 分 W65A 40 分 65 歳以上 

M70A 45 分 W70A 40 分 70 歳以上 

⾼校⽣以下 M18A 50 分 W18A 45 分 16-18 歳 

M15A 45 分 W15A 35 分 13-15 歳 

M12 20 分 W12 20 分 11-12 歳 

M10 20 分 W10 20 分 10 歳以下 

オープン 

（事前申し込みも可能） 

新⼈ MF 30 分 WF 30 分 新⼈推奨 

⾼校⽣以下 JB 18 歳以下 

⼀般 

⼤学⽣ 

OAL 制限なし 

OAS 

BL 

BS 

初⼼者 N（個⼈） 

G（グループ） 

●クラス選択についての諸注意 

・年齢は 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇時点のものとします。 

・新⼈クラスは 4 ⽉からオリエンテーリングを始めた⽅を対象としています。当⽇参加として扱いますの

で、エントリー締め切り以降も参加可能です。参加費は当⽇現⾦でお⽀払いください。 

・運営の都合上、クラスの統⼀・分割を⾏う可能性があります。 

・男性クラスへの⼥性の出⾛は可能です。その逆は原則として認めません。 

・20 歳以下のクラス分けについては、M/W20 クラスを除いて、基本とするクラスに対して 1 ランク上の

クラスに参加できます。 



3．参加費 

  参加費 E カードレンタル プログラム郵送 バス輸送 

E クラス ⼀般 4500 円 300 円 500 円 1000 円（予定） 

⼤学⽣ 3500 円 

正規クラス ⼀般 4000 円 

⼤学⽣ 3000 円 

中・⾼校⽣ 1500 円 

⼩学⽣以下 200 円 

オープン MF/WF 1000 円 

JB 1500 円 

OAL/OAS 4000 円 

BL/BS 3000 円 

N/G 500 円 

200 円(⽮板市⺠) 

●参加費に関する注意事項 

・新⼈クラス(MF/WF)は当⽇に参加費（1000 円）をお⽀払いください。 

・貸出⽤コンパスを⽤意いたします。なお、貸出時に保証⾦として 3000 円をお預かりいたしますのでご

了承ください。（コンパス返却時にお返し致します。） 

・本⼤会は公認⼤会であるため正規クラス(E クラス含む)の⼀般の⽅の参加費には JOA 会員⽀援⾦ 1000

円が含まれております。 

会員⽀援に関するガイドライン 

http://www.orienteering.or.jp/archive/joa/memberSupportGuidelines_160207.pdf 

 

  



4．交通案内 

●会場 

⽮板市⽴⻄⼩学校 〒329-2151 栃⽊県⽮板市幸岡 1498-1 

 

●⾃家⽤⾞でお越しの⽅ 

会場周辺に駐⾞場を設けます。申込時に「⾃家⽤⾞運転」を選択して下さい。 

 

●公共交通機関をご利⽤の⽅ 

JR 東北本線「⽮板駅」からバス輸送を⾏います。 

⽮板駅より往復 1000 円を予定しております。 

エントリー時に需要調査を⾏います。 

 

  



5．エントリー 

●申込み・参加費振込締め切り⽇ 

２０１８年 4 ⽉ 9 ⽇(⽉) 

 

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

了⽇とします。 

・⼤会中⽌を含め、いかなる場合でも参加費等の返⾦は致しません。 

・⼤会への来場⼿段を伺っております。各参加者とも、⾞（運転者）・⾞（同乗）・⼤会バス・その他 から

来場⼿段をお選び下さい。 

・申し込みメールについて，受取確認の返信は致しません。エントリーリストを 2，3 ⽇おきに更新します

ので確認していただき，不備がありましたら，再度ご連絡ください。 

・本⼤会は JOA 公認⼤会のため、E、A クラスに出場される⽅は競技者登録が必須となります。2017 年

度、2018 年度の登録が有効です。本⼤会に間に合う競技者登録の締め切りは”3 ⽉末⽇”と⼤会締め切り

より早いので、ご注意下さい。詳しくは各都道府県協会にお問い合わせ下さい。 

 

 

●申込⽅法 

①メール申し込み 

⼤会公式 HP(http://olt.main.jp/comp2017/)より申込⽤ Excel ファイルをダウンロードし、必要事項

を⼊⼒の上、以下のメールアドレスに送信してください。その後、必要⾦額を下記の⼝座にお振込みくだ

さい。 

 

エントリー担当︓古殿直也 

申し込み先  ︓tokodai18entry@gmail.com 

振込先    ︓三井住友銀⾏ 雪ヶ⾕⽀店(633) 普通 6695987 フルドノナオヤ 

 

②郵送申し込み 

 下記の連絡先電話番号まで連絡を⼊れて下さい。折り返し、郵送申込書をお送りいたします。 

 

③他⼤会での会場申し込み 

 4/8(⽇) ⽇本代表選考会(フォレスト) の会場において申し込みを受け付け致します。 

  



6．その他 

＜１＞	 ⽮板市のスポーツツーリズム政策の⼀環として、“⽮板市内に宿泊しよう︕”のリサーチに協⼒す

ることになりました。⼤会前⽇・当⽇（後泊）が対象となります。⼤会前⽇および当⽇に⽮板市内

に宿を確保した⽅は、⽒名・住所・宿泊⽇・宿泊施設名を、ymoe@orienteering.com まで事前

にメール下さい。そして⼤会当⽇受付販売ブースでその旨ご申告くだされば、本⼤会の全コント

ロール図もしくはお好きなコース図 1 枚（但し残部がない場合はご容赦下さい）を無料で進呈し

たします。尚、上記内容を当⽇にご記⼊いただく申告でも OK ですので、前⽇⾶び込みでの宿泊

も対象となります。（後述の公⺠館雑⿂寝は対象外です。）詳しくは上記メールアドレスまで問い

合わせ下さい。後⽇、⽮板市の担当の⽅が、該当宿泊施設に実際に調査を⾏い今後の市政に反映

されます。虚偽の申告はしないようにお願いします。 

＜２＞	 ⼤会前⽇午後に、同会場にてささやかな練習会形式のイベント（⼭川 Dream#6）を⾏います。詳

しくは、YMOE 社の WEB（http://www.orienteering.com/~ymoe/index.html）をご覧下さい。 

＜３＞	 昨年 6 ⽉に、若い⽅⽤に実施した公⺠館雑⿂寝プラン（⼀⼈ 1 泊協⼒費として\500）も⽤意の予

定です。⼈数がある程度まとまれば（10 名以上⽬安）実施しますので、希望の⽅は

ymoe@orienteering.com までその旨メールを下さい。（締切 4 ⽉ 16 ⽇まで）場所は、⽮板駅

からも会場へも徒歩圏内です。下記昨年全⽇本⼤会時の案内を参照下さい。 

http://www.orienteering.or.jp/joc/2017/accommodation170508.pdf 

 

 

  



7．連絡先 

●⼤会 Web サイト 

http://olt.main.jp/comp2017 

●公式 Twitter 

https://twitter.com/titechcomp2017 

●問い合わせ 

tokyotechcomp2017@gmail.com 

電話 090-9429-3891 (実⾏委員⻑ ⼩原) 

 

 


