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　今年度で筑波大学オリエンテーリング部は創立 40 年目を迎えます。この記念すべき年に
筑波大大会は再び復活する運びとなりました。筑波大大会の開催は２年ぶり、山での本格的
な大会は実に６年ぶりです。

　今回は運営に専念するため、地図調査を有限会社ヤマカワオーエンタープライズに、地図管
理を日本学生オリエンテーリング連盟に委託して開催いたします。参加者の皆様にお楽しみい
ただけるよう大会開催にむけて誠意を持って準備を進めております。   
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1.大会概要

役員
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発行日 : 2014 年 12 月 6日

正式名称

開催日時

場所

会場
 
主催
　
協力

後援

協賛 

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 )

：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、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



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。2 つ目
の信号を左折後、係員の誘導に従い矢板市立川崎小学校の校庭に駐車して
ください。
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。

2.交通案内　
公共交通機関でお越しの方

自家用車でお越しの方

東北本線矢板駅にて降車し、西口より徒歩 30分。

2

1km
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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

テレインプロフィール

　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。

　全部が写真のような感じではないが、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。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企画の、「毘沙門山」「矢板山田」に続き３回目。

　この政策はインカレにつながるトレーニング、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る予定。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。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。

3.競技情報

( 文：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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立ち入り禁止エリア
本大会に参加を予定している方の、大会終了までの以下のエリアへのオリエンテーリ
ングを目的とする立ち入りを禁止します。（下図赤線で囲まれた範囲） 
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クラス・参加費

4.レンタル、地図販売

・Mクラスは男性、Wクラスは女性が対象です。
・Wクラスへの男性の出走はできません。
・年齢は 2015 年 3月 31日までに達する年齢になります。
・N・Gクラスは男性・女性どちらでも出走できます。
・N・Gクラスは当日申し込みのみの対応となります。
・Gクラスは 2～ 5人程度で一グループとなります。
・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。

クラス  難易度     対象

M20A  

W20A  

M21A   

W21A  

M35A   

W35A  

M50A   

W50A  

MB  　 

WB  

N    初心者 　無制限

G

20 歳以下

21 歳以上

35 歳以上

50 歳以上

無制限中級者

初心者の
グループ 　無制限

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

参加費

700 円

1,000 円

35 分

優勝設定時間

―

―

※当日申込は +500 円

トップスタート時刻

午前10：30を予定しております。

Eカード、コンパスのレンタル

E カードレンタル：250 円
コンパスレンタル：1000 円（一時預かり金）
    ※返却時に返金いたします。
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申込方法

5.エントリー

地図販売

本大会に使用する地図の販売を 1枚 700 円にて行います。
地図の購入を希望される団体申込の方は「地図購入申込用紙」に、個人申込の方
は「エントリーシート」の地図購入の欄に種類、枚数をご記入ください。
当日の販売も行いますが、種類、枚数に限りがあるため、なるべく事前の申し込
みをお願いいたします。
販売する地図の種類については以下の通りとなります。

メールによる申し込み

大会ウェブサイトにあげられている「エントリーシート」に入力の上、件名を団
体名もしくは個人名とし、12 月 23 日 ( 火 )23:59 までに下記のアドレスへお送
りください。

郵送による申し込み

大会ウェブサイトにあげられている「エントリーシート」に記入の上、下記の申
し込み先までお送りください。12 月 23 日 ( 火 ) 当日消印有効です。
　　　　〒305-0005
　　　　茨城県つくば市天久保 3-1-1 体育系サークル館 2 階
　　　　筑波大学体育会オリエンテーリング部 行

当日申し込み

当日申し込みは 500 円の追加参加費をいただきます。なお、地図の枚数に限りが
あるため、なるべく事前の申し込みをお願いいたします。
※N,G クラスは当日申し込みのみの受付となり、追加参加費はありません。

tsukubadaitaikai34th.entry@gmail.com

M20A、W20A、M21A、W21A、M35A、W35A、
M50A、W50A、MB、WB、N・G、全ポスト図
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メール申込及び郵送申込での参加費の払込方法

下記のゆうちょ銀行口座にお振込みください。

ゆうちょ銀行から通常払込の場合

　　　記号番号：00310
　　　口座番号：0000583
　　　加入者名：ツクバダイガクタイイクカイオリエンテーリングブ

通信欄に申込者氏名 ( 団体申込の場合は代表者名 ) をご記入ください。なお、ゆ
うちょ銀行 ATM からの振込みの場合は口座名義人と申込者を同じにしてくださ
い。

ゆうちょ銀行以外から振込む場合
　　　店名：〇三九 ( ゼロサンキュウ )
　　　店番：039
　　　当座預金
　　　口座番号：0000583
　　　加入者名：ツクバダイガクタイイクカイオリエンテーリングブ

払い込みの締め切り

2014 年 12 月 23 日 ( 火 )

6.プログラムと成績表に関して
希望者の方にはそれぞれ 1 部につき 200 円でプログラムと成績表の郵送を行います。
エントリーシート、申込用紙に希望欄がありますので、そちらにご記入ください。

7.お問い合わせ
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。

tsukubadaitaikai34th@gmail.com 担当：実行委員長 小柴

振込手数料は振込者でご負担ください。領収書は当日会場受付にて発行いたします。
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8. WEB・Twitter
ウェブサイトと Twitter にて大会情報や新着情報を順次更新いたします。

9.注意事項
・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場合があります。
その際は公式サイトにて変更点を公表します。

・大会開催前の競技区域へのオリエンテーリング目的での立入は固く禁じます。立ち
入りが発覚した場合は失格とします。

・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
恰好を推奨いたします。

・公序良俗に反する服装での出走は禁じます。

・荒天時の大会中止による返金は行いません。

・N・Gクラスは当日申し込みのみの対応となります。

・ご自身および他人に与えた損害については、主催者側は一切責任を負いません。

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

Twitter
https://twitter.com/tsukuba34th/


