
 

 

 

 

 

筑波大学キャンパス内で行われた第 35 回筑波大大会の興奮から早 1 年が過ぎました。そし

て 2017 年 1 月、次なる筑波大大会は… 

 

伝統の復活、リメイクされる『木葉下』でのミドルレース 

2008 年 11 月に開催された第 31 回筑波大大会を最後に、本格的な大会が開催されていない

『木葉下』。それが遂に、当部としても久々となるフォレストの地図調査によって新しく生

まれ変わります。この水戸市の丘陵地帯で行われるミドルレースが、ある人には新しさ、ま

たある人には懐かしさと共に思い出に残るように、地図とコースを準備して皆さんをお待ち

します。 

また、特に大学生の方は 3 月のインカレへの準備としても当大会をご利用いただけます。学

生の方の多くにとっては初めての木葉下でのレースになると思われますが、ニューテレイン

だと思って当大会に臨むのも良いのではないでしょうか。 

 

１．実施概要 

正式名称 第 36 回筑波大学オリエンテーリング大会 

開催日  平成 29 年 １月 29 日(日) 

雨天決行・荒天中止 

開催地  茨城県水戸市 木葉下町・全隈町・成沢町 

会場  水戸市森林公園 

主催  筑波大学体育会オリエンテーリング部 

協力  水戸市森林公園 

後援  水戸市、水戸市教育委員会 

   日本学生オリエンテーリング連盟、茨城県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、筑波大学紫峰会基金 
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大会役員 実行委員長   小森 太郎 （筑波大学 2014 年度入学） 

コース設定者  河渡 智史 （同上） 

運営責任者   前畑 健人 （同上） 

渉外責任者   藤倉 真太郎（同上） 

競技責任者   鈴木 直美 （同上） 

総務責任者   大塩 耕平 （同上） 

会計責任者   渡邊 健太郎（同上） 

コントローラー 大井 真  （東京大学 2012 年度入学） 

 

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 

（ミドル・ディスタンス競技） 

Emit 電子パンチング計時システムを使用 

使用地図 「（仮称）木葉下 2016」 

筑波大学オリエンテーリング部 2016 年度作成 

縮尺  1:10,000 

等高線間隔 ５m 

走行可能度 ４段階表示 

※大会公式 Web サイトにて旧図を公開しています。 

※日本学生オリエンテーリング連盟の賛助会員の方には本大会使用地図

「（仮称）木葉下 2016」の全コントロール図を無料で差し上げます。 

テレインプロフィール 

このテレインは茨城県水戸市の北西部にあり、同県笠間市や城里町の境界が走ってい

る。テレイン内には水戸市森林公園があり、整備された遊歩道や遊具が見られる。公

園外のエリアも道が発達しており概ね走りやすいが、道を外れるとヤブが広がってい

るエリアもあるため、これらをどう回避するかがレース中は重要となる。テレイン全

体としては沢が深く発達し急斜面であるが走行度が高いエリアと、緩斜面で細かな地

形が存在するエリアに分けられ、二つの異なった様相を楽しむこともできる。攻略に

は屈強なフィジカルだけでなく、細かいナビゲーション能力、またそれが必要とされ

る時の頭の切り替えも必要となる。 



立ち入り禁止区域 

本大会に参加を予定している方の、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は、大会終了時まで禁止とします。（競技参加時を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トップスタート時刻 

午前 10:30 を予定しています。 

タイムスケジュールの詳細はプログラムにて公表いたします。 

 

E カード、コンパスのレンタル 

E カードレンタル ：300 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。 

 

地図販売 

本大会で使用する地図を会場にて販売します。 

料金は一律 700 円となります。販売する地図の種類は以下の通りです。 

M21A、W21A、M35A、W35A、M50A、W50A、M65A、W65A 

M20A、W20A、M18A、W18A、M15A、W15A、全コントロール図 

（左図 赤線で囲まれた範囲） 
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水戸市森林公園 



クラス・参加費 

クラス 対象 参加資格 優勝設定 参加費 

M21A 

上級者 

19 歳以上 

35 分 

一般    :3,000 円 

大学生   :2,500 円 

高校生以下 :1,500 円 

W21A 

M35A 
35 歳以上 

W35A 

M50A 
50 歳以上 

W50A 

M65A 
65 歳以上 

W65A 

M20A 
16～20 歳 

W20A 

M18A 
13～18 歳 

W18A 

M15A 
15 歳以下 

W15A 

Ｎ 初心者 無制限 

25 分 

500 円 

Ｇ 
初心者の 

グループ 
無制限 １グループ 600 円 

・Ｗクラスには男性はエントリーできません。 

・年齢は 2017 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 クラスは当日申込みのみの対応となります。 

・上記の他、当日申込みの方向けに OAL、OAS クラスを予定しています。 

・大学院生の参加費は大学生と同様です。 

・茨城県在住の方は N・G クラスに参加費無料で参加していただけます。 

 



３．交通案内 

自家用車でお越しの方 

水戸 IC から、国道 50 号線を笠間方面に向かい２つ目の交差点（加倉井町交差点）

で信号を右折。そこから約６km 先で頭上に緑色の「水戸市森林公園入口」と書かれ

た看板が見えてくるので右折、約 300m 先に「森林公園入口」と書かれた看板があ

るのでそこでもう一度右折してください。公園内に入ったら係員の誘導にしたがっ

て駐車するようお願いします。駐車券の発行は行っていません。 

競技エリアに侵入する可能性があるので上記の経路を順守するようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
水戸 IC 

加倉井町交差点 

会場・駐車場 
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看板 



公共交通機関でお越しの方 

会場周辺はバスが通っていません。JR 常磐線「赤塚駅」か「内原駅」からタクシー

で会場へ来られることを推奨いたします。 

 

４．エントリー 

事前申込は Japan-O-entrY、メール、指定の大会会場にて受け付けます。 

１.Japan-O-entrY での申込み（個人申込み） 

個人で申込む際は、Japan-O-entrY のトップにある本大会の詳細ページから

専用のフォームを通してお申込みください。 

Japan-O-entrY：https://japan-o-entry.com/ 

▽参加費の払込方法 

申込む際の案内に沿ってお支払い下さい。 

なおこちらから申込まれる際はクレジットカード決済、プリペイド決済、

銀行振込決済の３種類が利用可能です。 

 

申込み・払込み締切り：12 月 19 日（月） 

 

２.メールでの申込み（団体申込み） 

団体で申込む際は、大会公式 Web サイトに掲載している指定のエントリー

シートに必要事項を記入の上、以下のアドレスまで送信してください。 

件名は「団体名」としてください。 

※本大会のレースを団体内のセレクションに使用する場合はメールにその旨を記載す

るようお願いします。 

✉エントリーシート送信先 

tsukuba.comp36th.entry@gmail.com 

担当：総務責任者 大塩 



▽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： 00310-9-0000583 

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 

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。 

 

申込み・払込み締切り：12 月 19 日（月） 

 

３.指定大会会場での申込み（団体・個人申込み） 

下記の大会会場にて参加申込みを受け付けます。会場にてエントリーシート

の記入と参加費の支払いをお願いいたします。 

11 月 27 日 全日本ミドル 

12 月 18 日 関東学連ミドルセレ  

 



５．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。 

✉ tsukuba.comp36th@gmail.com 

担当：総務責任者 大塩 

 

６．Web / Twitter 

下記 Web サイトと Twitter にて大会情報を順次更新していきます。 

Web 

http://www.orienteering.com/~tsukuba/36/ 

Twitter 

https://twitter.com/tsukubacomp36th 

 

７．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。その際は大会公式 Web サイトにて変更点を公表します。 

・公序良俗に反する服装での出走は禁じます。 

・大会中止などいかなる理由でも参加費の返金は行いません。ご了承ください。 

・ご自身および他人に与えた損害に関して主催者側は一切責任を負いません。 

・参加者を対象とした傷害保険に加入しますが、保険金には限りがあります。 

・申込みの際にいただいた個人情報は本大会の運営のみに使用します。なお、

記録および大会で撮影した写真や動画は大会公式 Web サイトなどに掲載す

ることがあります。 


