東北大学オリエンテーリング大会

前日イベント

要 項
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業
 開催日

2012 年 9 月 1 日（土）

雨天決行・荒天中止

 受付場所

仙台市営地下鉄 旭ヶ丘駅前広場（宮城県仙台市青葉区）

 競技エリア

台原森林公園（同上）

 主催

NPO 法人 トレイル・オリエンテーリング協会

 主管

東北大学 学友会オリエンテーリング部
宮城学院女子大学 オリエンテーリング部
NPO 法人 トレイル・オリエンテーリング協会

 後援

仙台市社会福祉協議会

仙台市身体障害者福祉協会

仙台市老人クラブ連合会

宮城県オリエンテーリング協会（申請中）

 実行委員長

田中 博 （NPO 法人トレイル・オリエンテーリング協会）

 副実行委員長

田村 直登 （東北大学学友会オリエンテーリング部）

 トレイル・オリエンテーリング役員
 競技責任者

藤島 由宇 （新潟県オリエンテーリング協会）

 コースプランナー

木村 治雄

 大会コントローラ

杉本 光正 （東京都オリエンテーリング協会）

（入間市 OLC／2012 世界トレイル・オリエンテーリング選手権大会日本代表）

 フット・オリエンテーリング役員
 競技責任者

中村 憲 （東北大学学友会オリエンテーリング部）

 運営責任者

谷川 徹 （東北大学学友会オリエンテーリング部）

 コースプランナー

関口 智大（東北大学学友会オリエンテーリング部）

要項作成

嵯峨 駿佑
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会場までの交通案内

 公共交通機関でお越しの方
JR 仙台駅から、市営地下鉄南北線・泉中央行電車に乗換え「旭ヶ丘駅」で下車してください。
西口を出てすぐ、会場となる旭ヶ丘駅前広場がございます。

 自家用車でお越しの方
東北自動車道 泉インターチェンジから約 15 分
※駐車場について
会場となる台原森林公園内には駐車場がございますが、スペースが小さく駐車台数が限られております。
そのため、障害者を乗せた自動車のみこちらへの駐車を許可いたします。
それ以外の自動車は、付近の有料駐車場をご利用ください。

トレイル・オリエンテーリング
＜この大会は、JOA 公認

競技情報

トレイル・オリエンテーリング大会です。＞

 受付時刻

 クラス

11:00 ～ 14:00

対象

競技時間（予定）

A

上級者向け

120 分

OA

当日参加者

120 分

B

中級者向け

60 分

仙台市民

初心者向け

60 分

A

 スタート開始予定時刻
11:30
※事前申込者はスタート時刻を指定いたします。

 競技規則
日本トレイル・オリエンテーリング競技規則
（2012 年 6 月 17 日改正）に準拠

A クラスは 3 位までの方を表彰し、10 位まで
の方には全日本大会の E 権が付与されます。

 地図
「台原森林公園」をトレイル・オリエンテーリング

B クラスおよび仙台市民クラスの参加者には、
もれなく参加賞をお渡しします。

仕様に修正いたします。
縮尺 1:5000 等高線間隔 5m
透視可能度 3 段階表記 ビニール袋封入済

 テレイン情報
「地下鉄駅前の森林公園」という立地にしては
高低差が大きく、林もきれいとは言い難いですが、

 コントロール位置説明
コントロールに関する規定(JSCD2008)に準拠

その分、芝生広場があるような都市型の公園とは
趣が大きく異なります。
道は舗装されていますが、急傾斜の箇所もあり、
主催者でエスコートを用意いたします。
障害者用トイレは 2 か所ございます。
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フット・オリエンテーリング
 スタート開始予定時刻

競技情報

 地図

13:45

東北大 OLC 作成「台原森林公園」

※トレイルの競技時間を考慮し、トレイル A クラス参加者を

2012 年再調査
JSSOM 準拠

遅めのスタート時刻に設定いたします。

縮尺 1:5000 等高線間隔 2.5m

 競技規則

走行可能度 4 段階表記

日本オリエンテーリング競技規則に準拠

 競技形態

チャック付ポリ袋封入済


ミドル・ディスタンス競技

コントロール位置説明
コントロールに関する規定(JSCD2008)に準拠

 クラス

 テレイン情報

以下 4 つのクラスをご用意いたします。

大きく森林部分と公園部分によって構成され、

Long クラス

フットでは主として森林部分を使用します。
深く鋭い沢が多数あり、植生も決して良いとは

Middle クラス

言えません。よって、高いレベルの登坂力および

Short クラス

ナビゲーション力が要求されます。

青葉会クラス

尾根上には、舗装道から不明瞭小径まで多数の
道があり、これをどのように利用するかによって

※青葉会クラス

タイムが大きく左右されるでしょう。

東北大 OLC OB・OG 王座決定戦です。
難易度は OB が Long 相当、OG が Middle 相当です。
東北大 OB・OG の方はぜひ青葉会クラスにご参加ください。

参加申込に関して
 トレイル・オリエンテーリング
クラス

参加費
一般

仙台市民

学生

障害者・高齢者
事前申込

当日参加

A

2,000 円

2,000 円

500 円

B

500 円

無料

500 円

2,500 円

2,500 円

1,000 円

500 円

無料

500 円

OA
B

※A クラス参加には競技者登録が必要です。一時登録の場合は 500 円加算されます。
競技者登録はお申込の時点で有効でなければなりません。登録の締切は 7 月 20 日（金）です。
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 フット・オリエンテーリング

参加費

全クラス均一 1,000 円。トレイル・オリエンテーリング参加者は半額の 500 円に割引きます。
E カードレンタルをご希望の方からは別途 200 円をいただきます。

 申込方法
翌日行われる東北大大会と一括で申込受付をいたします。


大会会場でのお申込
以下の大会で会場申込受付を行います。大会会場にいる東北大 OLC の部員にお申付ください。



1.

さくらんぼ大会（6 月 30 日～7 月 1 日）

2.

霧ヶ峰ロゲイニング（7 月 8 日）

3.

北東インカレ（8 月 19 日）

メールでのお申込
参加申込用紙を東北大大会 HP (http://www.olc.org.tohoku.ac.jp/index_ie.php)からダウンロードし、
必要事項をご記入の上、下記のメールアドレスに送信してください。

【tohokuolc35entry■gmail.com】 （■を@に変えてください）


郵送によるお申込
参加申込用紙に必要事項を記入の上、下記の住所に郵送してください。

〒985-0853
宮城県多賀城市高橋 5-7-16


沢田 慧

団体申込
大学クラブ等の団体申込に関しては、東北大大会 HP (http://www.olc.org.tohoku.ac.jp/index_ie.php)から
団体用参加申込用紙(Excel シート)をダウンロードし、下記のメールアドレスに送信してください。

【tohokuolc35entry■gmail.com】 （■を@に変えてください）
 参加費振込先
下記のゆうちょ銀行の口座へお振込ください。



口座番号：

02280-0-106090

加入者名：

東北大学オリエンテーリング大会実行委員会

申込締切

2012 年 8 月 19 日（日）


コンパス貸出
ご希望の方は受付でお申付ください。破損、紛失の場合は実費（2,000 円）をいただきます。
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表彰に関して
 トレイル・オリエンテーリング


その他の事項に関して
 プログラムに関して

A クラス

3 位まで翌日の東北大大会会場で表彰いたします。

大会 1 週間前を目安にトレイル・オリエンテー
リング協会ホームページ (http://www.trail-o.com/)
において公開いたします。それと同時にフット・



B クラス、仙台市民クラス

もれなく参加賞を当日お渡しします。
なお、
A クラスで 10 位以内に入られた方には、

オリエンテーリング事前申込者のスタートリス
トを公開いたします。

 旧地図に関して

第 8 回全日本トレイル・オリエンテーリング選手権
大会（2012 年 11 月 23 日・長崎県にて開催）

後ほど、大会ホームページに「台原森林公園」
旧地図をアップいたします。

選手権クラスの出場資格が与えられます。

 プログラム・成績表郵送に関して
 フット・オリエンテーリング
各クラス 3 位までの方、および女性 1 位の方を
表彰いたします。
その他に特別賞もご用意いたします。

希望者には、大会プログラムおよび成績表を
郵送いたします。つきましては、申込書の所定の
欄に郵送先の住所と郵送を希望する旨をご記入
ください。別途郵送費としてそれぞれ 200 円を
参加費と同時に徴収いたします。

 お問合せ先

 スポーツ傷害保険に関して

トレイル・オリエンテーリング部門に

本大会はスポーツ傷害保険に加入いたしますが、

関する事項

保障内容に限りがあります。よって参加者の方も

…田中博（実行委員長）

ご自身の責任のもと、傷害保険に加入されること

Mail 【hrshtnk■m.ictv.ne.jp】
Tel 【090-3098-7535】 (携帯)
大会全般および
フット・オリエンテーリング部門に
関する事項

をお勧めいたします。
また万一に備え、各自で健康保険証のご持参を
お願いいたします。

 注意事項


…田村直登（副実行委員長）

事故・損害等につきまして、主催者は一切の

【zone_zoo_zoonesia■yahoo.co.jp】
※■を@に変えて送ってください。

参加者が自分自身に、或いは第三者に与えた
責任を負いかねます。



トレーニングコースは特に設けません。



テレイン内を散策中の一般の方には、十分に
注意を払って競技を行ってください。

 大会ホームページ



中止の場合には、以下の連絡手段を通じて
お知らせいたします。

【http://tohoku-before2012.seesaa.net】

 東北大大会ホームページ
【http://www.olc.org.tohoku.ac.jp/index_ie.php】




大会ホームページ



オリエンティア ML（メーリングリスト）



トレイル・オリエンテーリング協会 ML

ごみは必ず出したご自身がお持帰り下さい。

5

