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委員長挨拶
第 34 回筑波大学オリエンテーリング大会にエントリーしていただき誠にありがとうござい

ます。本大会は 2 年ぶりの筑波大大会であり、そして 6 年ぶりの山での本格的な大会となります。

はじめに、矢板市の皆様に心より御礼申し上げます。地元の方々のご厚意により新規テレイ
ンでの開催となりました。また、地元企業からは多大なるご協賛をいただきました。いずれも
本大会には不可欠なものです。矢板市役所をはじめとする関係者の皆様のご理解とご協力に深
く感謝いたします。

そして、日本学生オリエンテーリング連盟の新たな試み、有限会社ヤマカワオーエンタープ
ライズの挑戦に重ねて御礼申し上げます。この試みがなければ、地図調査及び作成のノウハウ
をほとんど持たない私たちが今この時に大会を開催することはできませんでした。

さて、筑波大学オリエンテーリング大会は 1978 年に初めて開催されてから、本大会で 34 回
目を迎えます。昔は毎年開催され伝統的な学生大会と認識されていたであろう筑波大大会は、
部員の減少により一時途絶えてしまいました。しかし先輩方のたゆまぬ努力により復活し、本
大会に至ります。

第 34 回大会は皆様の目にはどのように映るのでしょうか？
ここまでの道のりは大会の運営経験がない私たちにとっては先行きが十分に見えず、不安の

多いものでした。そんな中で予想を超える多数のエントリーをいただき非常に驚いております。
参加者の皆様に満足いただけるよう、運営経験の少なさを言い訳とせず準備を進めております
のでご期待いただければと思います。そして、筑波の勢いを少しでも感じていただければ幸い
です。私たちにとって第 34 回筑波大大会は大きな 3 歩目になるかと思います。

それでは前人未踏の矢板の地で皆様のお越しをお待ちしております。

第34回筑波大学オリエンテーリング大会 実行委員長
小柴 滉平
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山川克則挨拶

筑波大大会の 6 年ぶりの山での大会開催準備に一緒に汗を流すことができたことを非常に嬉
しく思います。

思えば、私がオリエンテーリングを楽しみ、一緒に青春を謳歌した頃、筑波大は全国の大学
クラブを先導する強豪校で、私の出身大学のクラブも筑波を模範としていました。今も多くの
友人と交流が続いています。一時期廃部の危機かというくらいに部員が減少し、心配されたの
ですが、その少なくなった部員のたゆまぬ努力で何とか持ち直してきました。元々体育会内の
有力クラブで、うらやましい位の広い部室が前からあったのですが、昨年愛好会が部に昇格し、
上昇機運の中、学連の新機軸のプログラムを早大・千葉大・東工大に続き導入していただきま
した。一緒に活動していく中、筑波の伝統はしっかりと息づいているなと思うシーンがありま
した。そうです、元々日本学連がオリエンテーリングという人様の土地をフィールドに行うス
ポーツを継続的に維持してゆこうとするとき、渉外活動が非常に重要なファクターとなるので
すが、元々筑波大がやっていた手法を日本学連が取り入れたというのが、歴史的経緯なのです。
そのオリジナルはやはりここにあったということを、彼らは自然に実践できていました。大会
を開催するということは、よりオリエンテーリングの面白みを深くします。プロジェクトを通
じて人を動かすこと、マネジメントすること、人間的にもより成長していきます。競技の裏側、
提供する側のシステムを経験することにより、競技力向上の為のコアが見えてきたりもします。

さて、学連の新機軸プログラムは、この大会を成功させてそれで終わりというものではあり
ません。これを利用して、強豪校の一員に復活し、インカレで一番高い表彰台に登る、そんな
日がもうそこまで近くに来ている、そんな実感を心に、本大会への寄稿文と致します。

有限会社 ヤマカワオーエンタープライズ 代表取締役社長 
日本学生オリエンテーリング連盟 副会長　山川 克則
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1大会概要

役員

正式名称

開催日時

場所

会場
 
主催
　
協力

後援

協賛 

本大会が開催される１月 25 日の栃木県矢
板市周辺の過去 5 年間の気象情報を以下に示
します。本テレインは、この観測地点から北
東約 5km の場所に位置しています。

：第 34 回筑波大学オリエンテーリング大会　　

：2015 年 1 月 25 日 ( 日 )　雨天決行・荒天中止

：栃木県矢板市 境林・高塩・館ノ川・山苗代地区 新規テレイン

：矢板市立川崎小学校体育館

：筑波大学体育会オリエンテーリング部

：一般社団法人茗渓会

：   矢板市、矢板市教育委員会、下野新聞社、栃木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
　筑波大学スポーツアソシエーション

：  O-Support、有限会社木村屋菓子店
　有限会社ジャストカップス、株式会社壮関、株式会社富川酒造店
　矢板市城の湯やすらぎの里指定管理者株式会社オーエンス
　公益財団法人矢板市農業公社、株式会社山久

過去の気象情報

実行委員長
運営責任者
競技責任者
コース設定者
総務責任者
渉外責任者
大会コントローラ

：小柴 滉平 ( 筑波大学 2012 年度入学 )　　
：栗原 佑典 ( 同上 )
：宮川 孝 ( 同上 )
：村瀬 貴紀 ( 同上 )
：野口 宇宙 ( 同上 )
：小林 功直 ( 同上 )
：多田野 清人 ( 筑波大学 2001 年度入学 )

塩谷

年月日

2010/1/25

気温 （℃） 日照
時間 降水量 平均

風速
平均

2.4 9.9 -6.2 8.2 0 1.6

0 5.2 -4.3 5.9 0 1.4

-0.9 6.8 -6.5 7.5 0 1.3

0 7.4 -4.8 6.2 0 1.9

1.4 9.5 -5.1 1.9 0 0.8

最高 最低

2011/1/25

2012 /1/25

2013/1/25

2014/1/25

(h) (mm) (m/s)

観測地点：
 栃木県塩谷北緯 36 度 45.4 分東経 139 度 53 分
参考元情報：
 気象庁 過去の気象データ

　http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php
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駐車場地図

2交通案内

1km

公共交通機関でお越しの方
東北本線矢板駅にて降車し、西口より徒歩 30 分。

自家用車でお越しの方

駐車場

矢板市立川崎小学校 

木幡

（校庭）

会場
校舎

プール

242

立入禁止

すれ違いできません

役員が立ってます

30

矢板 IC より県道 30 号を北上。およそ 4km 先
の木幡交差点を左折し県道 242 号へ。2 つ目の
信号を左折し、建設中の道に入ってください。
道の入り口に役員が立っておりますので役員の
誘導に従い、会場である矢板市立川崎小学校の
校庭へ駐車してください。

校庭を出る際は入る際と同じ道を通ってくだ
さい。校庭に出入りする道は細くすれ違いがで
きないので、車が入ってくる際は校庭から出る
ことができません。

なお、十分な台数分を確保していますので駐
車券の発行は行っておりません。

駐車場にはテープが巻かれている箇所があり
ます。テープが巻かれている箇所、遊具、校舎
及びプールへの立ち入りを禁じます。
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3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
　　　　　     ミドル・ディスタンス競技
通過証明・計時システム ：EMIT 社製電子パンチングシステムを使用
使用地図   ：矢板市境林・高塩・館ノ川・山苗代地区 新規テレイン
　　　　作成    ：日本学生オリエンテーリング連盟
　　　　調査    ：有限会社ヤマカワオーエンタープライズ
　　　　縮尺    ：1/10000
　　　　等高線間隔   ：5m
　　　　走行可能度   ：4 段階表示
　　　　地図表記   ：日本オリエンテーリング地図図式規程 (JSOM2007) 準拠
　　　　コントロール位置説明 ：コントロール位置説明仕様 (JSCD2008) 準拠
　　　　サイズ   ：A4
　　　　耐水性   ：透明のビニール袋に封入済み
　　　　地図図式にない特殊記号 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　 

今回のテレインは、日本でのオリエンテーリングが始まって以来今まで一度も O-MAP として公開され
たことのないエリアである。大きな意味で高原山から伸びる尾根という観点でいえば北から（高い方から）

「前高原（矢板塩田・矢板片俣・番匠峰古墳）」「矢板幸岡」とつづき、その南側になる。JR 矢板駅、片
岡駅から徒歩圏内。典型的な矢板テレインで、林業をしている里山テレインである。

昔ほど全部が整備されたきれいな森というわけではないが、写真のように十分に日本の里山の原風景
を残している。また、矢板テレインとしては、比較的緩い斜面が多く「番匠峰古墳」以上にスピードの
上がるテレインかもしれない。そんな中緩急織り交ぜて、また植相の多用な変化の中、いかに戦略的にルー
トをとるか、ナビゲーション力が高く問われるテレインであるともいえる。この大会が、「毘沙門山」「矢
板山田」に続き３回目の企画、フィニッシュを会場にできないテレインを学生クラブ大会用に開発、学
連が地図管理をするというもの。

この政策はインカレにつながるトレーニング（2015 年度春インカレの最推奨テレインとなる予定）、
渉外等環境整備という点でも、また財務面でも非常に功を奏している。主催クラブの地図制作にかかる
負担は地図を購入するだけで、New MAP で 大会を開催できるので、ぜひ他の大学クラブもあとに続い
てほしい。大会を開催してこそ一人前のクラブであり、提供する側に回ってこそ味わえるオリエンテー
リングの深い面白みというのもある。地図制作は、ひさびさにプロマッパーの草分けである山川一人の
作品になった。後進が育ち、各地で活躍をはじめ、インカレ含めて協業や若手中心の制作が進んでいく
と思われる中、貴重な晩年の作品となるであろう。小説でいうところの、” 書き下ろし、いきなり単行本”
というところであろうか。分り易い芸術的なコンタ表現で、ファインなオリエンテーリングを十分に楽
しんでほしい。いつの時代も、お New のテレインに入るというのは非常にワクワクするものである。参
加した方々の評価・感想を待ちたいところである。

 

テレインプロフィール

有限会社 ヤマカワオーエンタープライズ 代表取締役社長 

日本学生オリエンテーリング連盟 副会長　山川 克則

人工特徴物 ( 祠や廃重機など )

ビニールハウス
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立入禁止区域
本大会の開催前に参加を予定している方が以下の

赤斜線で示された区域へオリエンテーリングを目的
に立ち入ることを固く禁じます。立ち入りが発覚し
た場合は失格とします。

トレーニングコース及びモデルイベントはありま
せん。

コースはテレイン内でも比較的走行可能度の高
い部分を使っており、それ以外のところでは藪も
多くあります。そのためルートチョイスの際は地
形だけでなく藪をどう避けるかということも重要
になってきます。矢板の中では比較的なだらかな
地形であるため、スピードを出した状態でのナビ
ゲーションが試されます。

コースプロフィール
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　・N・G については「7 体験会」に掲載しております。

4会場案内　
開場時間

会場の開場時間は 8:30 です。

公式掲示板
会場内に公式掲示板を設置しております。プログラ

ムの訂正や競技に関する情報を掲示いたします。必ず
ご確認ください。

ナンバーカード配布
会場奥のステージに置かれた封筒をお取りください。封筒は各クラスのスタート時刻順に置かれ、

ナンバーカード、レンタル E カード、バックアップラベル、アンケート、防寒着につけるタグ、地
図引換券、協賛品が入っております。

コントロール位置説明
コントロール位置説明を会場内にて配布いたします。また、コントロール位置説明は地図にも印刷

されております。N・G クラスでは日本語による説明を記載しております。

クラス
M20A
W20A
M21A1
M21A2
W21A
M35A
W35A
M50A
W50A
MB
WB
OA
OB
N
G

距離 (km)
3.7
2.5
4.5
4.5
3.7
4.0
3.4
3.5
2.9
2.4
2.3
4.0
2.4

登距離 (m)
190
140
230
240
190
180
170
170
160
120
100
180
120

優勝設定時間

クラス

35 分

0.62 32
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トイレ・洗い場
会場内に男女別トイレがございます。数に

限りがございますので、会場にお越しになる
前にトイレを済ませておくことをお勧めいた
します。

洗い場は会場外の水道をご利用ください。

アクティベート
会場の出入り口付近にアクティベートユ

ニットを設置しております。スタート地区へ
向かう前に E カードの動作確認を行ってくだ
さい。

成績の速報
会場内に成績の速報を随時掲示いたします。成績表

は後日ウェブサイトにて公表し、Lap Center に掲載
いたします。

未出走者の地図の返却
スタート地区の閉鎖後に会場内にて未出走

者の地図を順次返却いたします。

アンケート
アンケート用紙が封筒に入っております。

今後のためにご協力をお願いいたします。
回収は会場の出入り口付近にて行っており
ます。

女子更衣室
会場内の２つの更衣室を女子更衣室としてご利用

ください。なお、更衣室に荷物を置くことはできま
せん。

表彰式
14:00 より成績の確定したクラスから順次表彰式を

行います。各クラス上位３名を表彰いたします。なお、
参加者が 10 名以下のクラスは上位１名のみを表彰い
たします。会場内放送にて氏名をお呼びしますので
会場奥のステージ上までお越しください。表彰状及
び賞品を用意しております。

閉場時間
会場の閉場時間は 15:00 です。

会場見取り図

出入り口

女子トイレ

男子トイレ

女子更衣室

女子更衣室

ステージ

本部・受付・計算センター
アクティベートユニット

公式掲示板・コントロール位置説明配布所

地図返却

荷物置き場 兼 男子更衣室

ナンバーカード
置き場

速報所

アンケート回収 BOX

E カード返却場所 防寒着返却場所未出走者地図返却場所
販売

洗い場
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5受付
当日申し込み

当日申し込みの受付時間は 8:30 ～ 10:00 となります。受付にて所定の用紙に記入し、お申込み
ください。

当日申し込みを受け付けるクラスは以下の通りです。

安全ピン販売
安全ピン４本を 100 円で受付にて販売い

たします。

個人所有の E カード忘れ、番号変更　
個人所有の E カードを忘れた方は受付にて 250 円を支払い、レンタル E カードをお受取りください。

レンタル E カードを紛失または破損された場合は弁償金として 4,000 円いただきます。
また、個人所有の E カード番号の変更がある方も受付にお申し出ください。

コンパス貸し出し
コンパスの貸し出しを受付にて行っております。

貸し出しの際、補償金として 1,000 円をお預かりい
たします。補償金はコンパス返却時に返金いたしま
す。紛失または破損された場合は返金いたしません。

・G は 2 ～ 5 人程度で 1 グループとなります。参加費は 1 グループあたり 1,000 円となります。
・矢板市在住の方は参加費無料で参加していただけます。
・日本学生オリエンテーリング連盟賛助会員の方は参加費が 500 円割引となります。

　OA 及び OB は E カード、ナンバーカード、バックアップラベルが入った封筒をお渡しします。
レンタル E カードでの出走となります。E カードのレンタル代は参加費に含まれております。出
走者数の上限がございますので、お早めに手続きをお済ませください。出走者数の上限は OA が
30 名、OB が 20 名となります。

クラス
OA 上級者

中級者

初心者

初心者のグループ

OB

N

G

難易度 参加費

代走申請
代走を希望される方は必ず受付までお越しください。代走の場合は成績が参考記録扱いとなり、表彰対

象外となります。

10:30

一般　　　：3,500 円
大学生　　：3,000 円
高校生以下：2,500 円

700 円

1,000 円
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10:30地図販売
12:30 より受付にて本大会に使用した地図の販売を１枚 700 円にて行います。販売する地図の

種類については以下の通りとなります。

事前にお申込みされた方は封筒に入った地図引換券をお持ちのうえ、受付までお越しください。
事前にお申込みされていない方も地図を購入することができます。ただし枚数に限りがあり、なく

なり次第終了となります。
また、筑波大学オリエンテーリング部の所有する地図の販売も行います。販売する地図は「12 販売」

に掲載しております。

成績表の郵送
　成績表の郵送を希望される方は受付に
て所定の用紙に記入し、200 円をお支払
いください。事前申し込みの際に既に希
望されている方は必要ありません。

落し物
　落し物を見つけた際は受付までお届けください。

6競技の流れ
スタート

会場からスタート地区までの移動
　会場からスタート地区まで青白テープ誘導で約 1.8km、徒歩約 30分です。車通りの多い箇所
があります。必ず横断歩道を渡ってください。
　E カード及びナンバーカードのない方は出走できません。忘れないよう確認してからスタート
地区へ移動してください。

防寒着輸送
　防寒着の輸送を行います。封筒に入ったタグを防寒着につけ、スタート地区にて役員の指示に
従い袋に入れてください。輸送した防寒着は会場内にて返却いたします。

M20A、W20A、M21A1、M21A2、W21A、M35A、W35A、
M50A、W50A、MB、WB、N・G、全コントロール図
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スタート
スタート地区の 3 分前枠の入り口にて役員が E カード及びナンバーカードの確認を行います。
確認が終わりましたら 3 分前枠にお入りください。3 分前枠ではクラスごとにレーンが分かれており

ません。2 分前枠は約 30m 先になります。枠の中をお進みください。
2 分前枠でもクラスごとにレーンが分かれておりません。スタート後の地図置き場のレイアウト図を

掲示しておりますので御覧ください。
1 分前枠ではクラスごとにレーンが分かれております。ご自分のクラスのレーンにお入りください。

スタート 10 秒前になりましたら、役員の指示に従い E カードをアクティベートユニットにセットして
ください。チャイムと同時に E カードを離してスタートしてください。

スタート地区からスタートフラッグまでの赤白テープ誘導の途中に地図置き場があります。地図は各
クラスに分かれて箱に入っております。ご自分のクラスの箱から間違えないようお取りください。地
図を取りましたら赤白テープ誘導に従いスタートフラッグまで進んでください。

遅刻
遅刻された方は遅刻枠からの出走となります。役員の指示に従い１分前枠にある遅刻枠に直接向かっ

てください。スタートリストに掲載されている時刻から所要時間を計測いたします。ただし主催者側
の過失による場合はこの限りではありません。

スタート地区閉鎖は 12:30 です。スタート地区閉鎖後の出走は認められません。

地図
置き場

2 分前枠

3 分前枠

1 分前枠

アクティベートユニット

約
30

m

アクティベート
E カード番号確認
ナンバーカード番号確認

ここに地図置き場
レイアウト図があります

遅
刻
枠

ス
ター

ト
へ

スタート地区
概要図

防寒着
回収所
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競技中

競技時間
競技時間は 90 分です。競技時間を超えた場合

は失格となりますので競技を中断し、すみやか
にフィニッシュへ向かってください。

立入禁止区域を通るレッグ線
レッグ線を見やすくするため右の地図のようにレッグ

線が立入禁止区域の中を通っている場合があります。そ
の場合、レッグ線の周辺は立入禁止区域を表すパープル
の垂直な平行線が表記されていませんが、その区域には
他の立入禁止区域と同様に立ち入らないでください。な
お、コース距離はレッグ線の直線距離ではなく立入禁止
区域を迂回して測定しています。

テープ誘導
スタート地区からスタートフラッグまで、最終コントロールからフィニッシュまでは赤白ストリーマ

テープの誘導に従ってください。
MB、WB、OB、N・G を除く A クラスのコース途中には赤白テープ誘導があります。コース途中のテー

プ誘導の始点にはコントロールがあります。この誘導の終点にコントロールがありませんが、テープ誘
導終点の立て看板を設置しております。このテープ誘導をはじめ競技中の赤白テープ誘導に従わなかっ
た場合は失格となります。

危険区域
テレイン内に危険な急斜面があります。右の地図にパー

プルの太い実線で示された箇所に青黄テープが張られてお
ります。近くを通る際はご注意ください。公式掲示板に危
険区域の写真を掲載いたしますのでそちらも参照してくだ
さい。

救護所・給水所
テレイン内に救護所を設けます。給水所を兼

ねています。救急用具が必要な場合はお申し出
てください。役員による処置を受けた場合は失
格となります。

救護義務
怪我人および救護が必要な人を発見した場合

はすみやかに場所、状況などを近くの役員にお
知らせください。怪我人の救護は競技よりも優
先してください。

E カード
E カードへの加工及び書き込みを禁じます。

ただしバックアップラベルの落下を防止するた
めの処置はこの限りではありません。その処置
により記録が残らなかった場合は参加者の責任
とします。
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フィニッシュ
フィニッシュ

パンチングフィニッシュとなります。最終コントロールからフィニッシュまでは、やや下り勾配の未舗
装路です。転倒などには十分に気を付けてください。

E カード回収
Eカードを回収いたします。フィニッシュした後は役員の指示に従い、順番を崩さないようレーンに並び、

E カードを渡してください。回収した E カードは役員が会場の計算センターへ輸送し、読み取りいたします。
個人所有の E カードは会場内にて順次返却いたします。

地図回収
12:30 より前にフィニッシュされた方の地図を回収いたします。地図の裏に氏名及びクラス、ナンバーカー

ドの番号を記入し役員の指示に従い箱に入れてください。
回収した地図は 12:30 より会場奥のステージ横にて順次返却いたします。

フィニッシュ閉鎖
フィニッシュ閉鎖は 14:00 です。競技途中でも必ずフィニッシュ閉鎖までにフィニッシュを通過してく

ださい。フィニッシュ閉鎖までに帰還が確認されなかった方は捜索の対象となります。

フィニッシュ地区から会場までの移動
フィニッシュ地区から会場まで紫白テープ誘導で約 1.8km、徒歩約 30分です。途中で会場からスター

ト地区までのテープ誘導と合流いたします。会場からスタート地区への移動と同様に車通りの多い箇所が
あります。必ず横断歩道を渡ってください。

調査依頼・提訴
調査依頼及び提訴はフィニッシュ地区ではなく、会場の本部にて行ってください。調査依頼に対する回

答が不服の場合は提訴を行うことができます。提訴については裁定委員会が裁定を下します。
調査依頼及び提訴は本部備え付けの用紙に記入し提出してください。調査依頼の締め切りは 15:00 です。

ただし、特別な事情がある場合にのみ２日以内の提出を認めます。回答は調査依頼者に文書で通知し、必
要であれば公式掲示板に掲示いたします。提訴は調査依頼の回答が通知されてから 15 分以内に提出して
ください。

後日公表した成績表に関する調査依頼は公表後 10 日以内に下記の連絡先まで提出してください。提訴は
回答が通知されてから２日以内に提出してください。

裁定委員は公式掲示板にて公表いたします。

tsukubadaitaikai34th@gmail.com 担当：競技責任者 宮川
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競技情報
競技形式 ：ポイントオリエンテーリング
通過証明 ：ピンパンチ式のコントロールカードを使用
使用地図 ：栃木県矢板市 川崎城跡公園
作成・調査 ：筑波大学体育会オリエンテーリング部
 縮尺   ：1/2000
 等高線間隔  ：2m
 走行可能度  ：4 段階表示
 地図表記  ：日本スプリント・オリエンテーリング地図図式規程（JSSOM2007）準拠
 コントロール位置説明：日本語による説明を記載

テレインプロフィール・コースプロフィール
テレインは標高 200～240ｍ、城の湯の南西に位置しています。城跡らしく緩急のある斜面が広がって

おり、総じて見通しは良いです。急斜面に存在する階段ではスピードが出にくくなっています。

初心者説明
10:00 より会場にて初心者を対象としたオリエンテーリングの説明を行います。必要な方は会場入口に

お越しください。

G は 2 ～ 5 人程度で 1 グループとなり、参加費は 1 グループあたり 1,000 円となります。N 及び G は
同一の地図を使用いたします。また、矢板市在住の方は参加費無料で参加していただけます。

N・G クラスとして「オリエンテーリング体験会」を川崎城跡公園にて開催いたします。
当日申し込みのみの対応となりますので、参加を希望の方は会場の受付にてお申込みください。参加

者は 10:10 までに会場の出入り口にお越しください。役員が川崎城跡公園へ順次案内いたします。

7体験会

クラス
N 初心者

初心者のグループG

難易度 参加費
700 円

1,000 円

タイムテーブル 
08:30
10:00

会場開場、受付開始
受付終了、初心者説明
川崎城跡公園へ移動開始
体験会開始
体験会終了
表彰式
会場閉場

10:10
10:30
12:00
12:30
15:00
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質問やご不明な点などがありましたら、お手数ですが下記の連絡先までご連絡ください。件名は「問
い合わせ」としてください。

大会の前日及び当日のみ、緊急の問い合わせは下記の連絡先までご電話ください。

8お問い合わせ
tsukubadaitaikai34th@gmail.com 

XXX-XXXX-XXXX

担当：実行委員長 小柴

担当：実行委員長 小柴

川崎城跡公園

ウェブサイトと Twitter にて大会情報や新着情報を随時更新いたします。

9 WEB・Twitter

ウェブサイト
http://www.orienteering.com/~tsukuba/34/

Twitter
https://twitter.com/tsukuba34th/
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・荒天などやむをえない事態が発生した場合は本大会を中止いたします。中止の場合
は大会当日の 5:00 までにウェブサイトにてお知らせいたします。なお、その際は参加
費を返金いたしません。

・地元の方々のご厚意により開催しております。ご迷惑にならないようお願いいたし
ます。

・参加者が本人または第三者に与えた損害・損失に関して主催者側は一切の責任を負
いません。

・ごみは各自でお持ち帰りください。

・会場内は土足厳禁です。会場の出入り口にて靴用ビニール袋をご用意しております
のでご利用ください。

・会場、駐車場及びテレイン内は飲酒、喫煙及び火気厳禁です。また、樹木を傷つけ
るような行為も禁じます。

・本大会のテレイン付近で熊の目撃情報が出ています。熊鈴などの音の出る物を身に
つけて出走することを推奨いたします。

・服装とシューズについては特に定めはありませんが、冬季のため肌の露出の少ない
服装を推奨いたします。公序良俗に反する服装での出走は禁じます。

・本大会は普通傷害保険 ( レクリエーション保険 ) に加入していますが、万一に備えて
保険証もしくはそのコピーを必ずお持ちください。

・健康状態を把握し、無理はしないでください。レース中に体調が悪くなった場合は
競技を中断し、救護所または大会役員までお申し出ください。

・地図上の住宅地及び耕作地などの私有地への立ち入りを禁じます。発覚した場合は
失格となります。

・立入禁止区域及び危険区域には青黄テープが巻かれている箇所があります。テープ
が巻かれている箇所を横断した場合は失格となります。

・競技が終了した選手はスタート前の選手に、競技の情報を提供しないでください。
発覚した場合は関わったすべての選手を失格とします。

・忘れ物は大会当日より１ヶ月間保管いたします。心当たりのある方はお問い合わせ
ください。

・本大会で撮影した写真・動画はオリエンテーリングの普及及び発展のため利用させ
ていただくことがあります。 

10 諸注意
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O-Support

11 協賛

Just Cups
木村屋

ジャストカップス
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有限会社木村屋菓子店

■キャッチコピー
『食』を通じて幸せを提供する企業

　　私たち自身が成長するたびに、皆様の笑顔が
　　またひとつ増えたって思えたら素敵です。
　　私たちは、みんなの幸せづくりの名脇役でありたい。

■業務内容
スーパーやコンビニエンスストアでおなじみの茎わか

め・スルメ等の水産加工品、梅・果物等を使った加工農
産物の製造、販売を行っております。

会社設立以来、茎わかめのおつまみを主力に消費者の
ニーズを捉えた商品開発を行い、大手コンビニ等への導
入シェアを 90％以上確保することで、安定成長を遂げて
います。

有限会社ジャストカップス

株式会社壮関 
株式会社壮関

【本社・工場】  〒329-1579　栃木県矢板市こぶし台 4-1( 矢板南産業団地 )
【さくら工場】  〒329-1414　栃木県さくら市早乙女 35 番
【大槌工場】　  〒028-1192　岩手県上閉伊郡大槌町安渡 2-3

　　　　　　　　 ※平成 28 年稼働予定
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株式会社富川酒造店

■PR ポイント
本社工場はＨＡＣＣＰ（ハサップ）を取得

しています。ＨＡＣＣＰとはＮＡＳＡで考
案された品質管理の手法のことで、厳しい
基準をクリアし、設備の整った工場で当社
製品は製造されています。

今の時代に求められているものを敏感に
察知し、消費者の声に耳を傾け、研究・試
作を繰り返し行い、「美味しい、健康的、
安心安全」な商品を提供できるよう努力し
ています。

また、当社は地域に根付いた企業を目指
しております。地域のイベント会場として
駐車場を開放したり、花火大会やお祭りな
どでも協賛を行っています。
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矢板市城の湯やすらぎの里指定管理者株式会社オーエンス

公益財団法人矢板市農業公社
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とちぎ和牛、ヤシオポーク、栃木しゃも、世界の食肉＆チーズ 
大切な人の「おいしいね。」が聞きたい！ 

BIG MEAT 
食肉をはじめとする豊富な品揃え 
地産地消を目指し、地域の生産者の皆さんと積極的に情報交換し地元ブランドの 
食肉を販売しています。 
大切な人の「おいしいね」が聞きたくて、サービス満点の店舗でお待ちしています。 

ビックミート山久（矢板店） 

〒329-2162 栃木県矢板市末広町３４－１０  

ビックミート山久（鶴田町店） 

〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町３０８３ 

ビックミート山久（さくら店） 

〒329-1312 栃木県さくら市櫻野１２６８－２ 

株式会社山久 営業部 

肉の山久（東武宇都宮百貨店大田原店） 

〒324-0047 栃木県大田原市美原 1-3537-2 

TEL 0287-43-6733  FAX 0287-43-6775 

TEL 028-638-0101  FAX 028-638-5522 

TEL／FAX 028-666-4129 

TEL 0287-20-2255  FAX 0287-20-2256 

TEL 028-666-4198  FAX 028-681-1029 

オリジナルチーズの製造・直売 
チーズ通からビギナーの方も楽しめる、良質
なこだわりのチーズをご提供いたします。 
店内では、チーズケーキやコーヒーなどもお
楽しみいただけます。 
また、ご予算やお好みに合わせての詰め合わ
せギフトも好評です。 

チーズファクトリー 

〒324-2513 栃木県矢板市上太田１０  

URL http：//www.cheesefactory.jp 

TEL 0287-44-3335  FAX 0287-44-3338 

E-mail：shop@cheesefactory.jp 

 

株式会社山久   

21/23



筑波大学オリエンテーリング部の所有する以下の地図を受付にて販売いたします。角括弧内の数字は
何回目の筑波大大会で使用されたかを示します。

12 販売

名前 作成(修正) 縮尺 等高線間隔 場所 価格 使用の可否

木葉下 [28][31] 2005年(2008年) 1:10000 5m 茨城県水戸市

1枚200円

使用可能
獅子頭 [26][32] 2003年(2011年) 1:7500 2.5m

茨城県
石岡市・かすみがうら市

土の里 [29] 2006年(2009年) 1:10000 5m 栃木県
鹿沼市・宇都宮市

販売のみ

水元公園(北) [30]
2007年(2012年) 1:5000 2m 東京都葛飾区

水元公園(南) [30]

入四間 [11] 1988年 1:15000 5m

1枚100円

熊ノ木 [12] 1989年 1:15000 5m 栃木県矢板市・塩谷町
岩瀬燕山 [13] 1990年 1:15000 5m 茨城県西茨城郡岩瀬町
十国峠 [14] 1991年 1:15000 5m 茨城県常陸太田市
鞍石 [16] 1993年 1:15000 5m 茨城県笠間市・友部町

棚倉街道 [17] 1994年 1:15000 5m 茨城県
日立市・久慈郡里美村

吾国山 [18] 1995年 1:15000 5m 茨城県笠間市
花貫渓谷 [19] 1996年 1:15000 5m 茨城県高萩市
下野軌道 [20] 1997年 1:15000 5m 栃木県矢板市・塩谷町

木葉下2000 [23] 2000年
1:10000

5m 茨城県水戸市
1:15000

恋こがし山  [24] 2001年 1:10000 5m 栃木県宇都宮市
神峯 [25]
戸隠

2002
1981

年
年

1:10000 5m
5m

茨城県日立市
長野県上水内郡戸隠村

茨城県
日立市・久慈郡里美村

ARIMARU-GA-HARA - 1984年 1:15000
1:15000

2.5m 茨城県豊里町
FURUMAGI 1985年 1:10000 5m 茨城県結城郡石下町
豊里グリーンタウン 1989年 1:10000 2.5m 茨城県つくば市
那珂川 1993年 1:15000 5m 茨城県那珂郡那珂町
洞峰公園 1995年 1:4000 - 茨城県つくば市
赤塚公園R 1999年 1:2500 2.5m 茨城県つくば市
下平塚 2001年 1:10000 2.5m 茨城県つくば市
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実行委員長   ：小柴 滉平
運営責任者   ：栗原 佑典
競技責任者   ：宮川 孝
コース設定者  ：村瀬 貴紀
サブコース設定者 ：田中 基成
総務責任者   ：野口 宇宙
直前マニュアル担当 ：宮田優花
デザイン担当  ：中村 里奈
渉外責任者   ：小林 功直
渉外補佐   ：上田 聖也
会計    ：那須 佳祐
大会コントローラ ：多田野 清人

13 運営者一覧

交通係
[ 長 ] 小林 功直、[ 副 ] 渡邊 健太郎、鹿嶋 勇
会場係
[ 長 ] 上田 聖也、[ 副 ] 藤倉 真太郎、野口 宇宙
受付係
[ 長 ] 谷田 幸隆、[ 副 ] 那須 佳祐、三橋 武史
スタート係
[ 長 ] 直井 萌香、[ 副 ] 野本 圭介、大塩 耕平、鈴木 直美、前畑 健人
フィニッシュ係
[ 長 ] 田中 基成、[ 副 ] 田島 和明、松井 俊一、林 浩平、松本 直大
パトロール・救護係
[ 長 ] 村瀬 貴紀、[ 副 ] 河渡 智史、島根 崇志、小林 大悟、増山 春菜
計算センター係
[ 長 ] 宮田 優花、[ 副 ] 今堀 仁誠
体験会係
[ 長 ] 横田 望、[ 副 ] 中村 里奈、後藤 孔要、小森 太郎
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