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1.大会概要 

◯基本情報 

正式名称：関東学生オリエンテーリング連盟 2014年度新人戦 

開催日時：2014年 9月 17日(水) 

場所 ：埼玉県入間郡越生町・毛呂山町 

会場 ：やまぶき公民館(埼玉県入間郡越生町越生東 3-5-2) 

主催 ：関東学生オリエンテーリング連盟 

 

◯役員 

運営責任者：村瀬貴紀 (2012年筑波大学入学) 

競技責任者：戸上直哉 (2012年東京工業大学入学) 

大会コントローラー：山本淳史 (2010年東京大学入学) 

 

◯アクセス 

JR 八高線・東武越生線、越生駅より徒歩 10 分です。公共交通機関の利用をお

勧めします。駐車場は用意しておりません。越生駅からのテープ誘導は行いま

せん。下記地図を参照してお越しください。 

 



2.競技情報 

◯テレイン 

「越生虚空蔵尊」 

埼玉県越生町・毛呂山町 

縮尺 1：10000、等高線間隔 5ｍ 

通行可能度 4段階、A4 

作成 2009年入間市 OLC 

 

◯テレインプロフィール 

2009 年第 7 回茶の里いるまオリエンテーリング大会でも使用されたテレイン

であり、大高取山から延びる大きな尾根とその枝尾根によって構成されていま

す。テレインは概して急斜面であり、登坂力が要求されるとてもタフな地図に

なっています。(2010年 OLT杯要項より抜粋) 

 

◯競技形式 

ポイントオリエンテーリング(EMIT社製電子パンチングシステム使用) 

 

◯クラス情報 

クラス 距離 登距離 ウイニング 給水地点 

MUF 3.1km 155m 30分 65% 

WUF 2.1km 95m 25分 70% 

MUA/MA 4.3km 260m 40分 70% 

WUA/WA 3.1km 185m 35分 60% 

MUS/MAS 3.2km 195m 35分 55% 

WUS/WAS 2.5km 120m 40分 65% 

 

※MUAとMA、WUAとWA、MUSとMAS、WUSとWASは、それぞれ同一

コースです。 

※WA、WASはエントリーがいませんでしたが、当日参加は受け付けます。 

 

 

 

 

 



3.当日の流れ 

◯テープ誘導まとめ 

会場→スタート地区：青色すずらんテープ 

競技中：赤白ストリーマー 

ゴール→会場：緑色すずらんテープ、途中から青色すずらんテープに合流 

 

◯会場および受付について 

・開場は 9時 30分です。 

・会場レイアウトは会場入り口および公式掲示板にて貼りだします。 

・事前申込をした各大学・クラブの代表者及び個人参加者は、10 時 30 分まで

に E カード・バックアップラベルを会館前・大会本部の受付まで取りに来てく

ださい。あわせて、欠席者があった場合には同時刻までに欠席報告を行ってく

ださい。また大学代表者はその際、誓約書の提出を忘れないでください。誓約

書は関東学連の HP よりダウンロードし、大学ごとに記入してください。この

提出がなされなかった大学には、ペナルティが科される場合があります。開場

から時間が短いので、注意してください。 

・Eカードを受け取る際は、団体ごとにまとめてレンタル料(1枚 200円)をお支

払いください。 

・受付にてコンパスのレンタルを行いますが、数に限りがございますので出来

る限り各自でご用意ください。コンパスのレンタル時に 1個につき 1000 円の保

証金を頂き、コンパスの返却時にお返しします。コンパスは競技終了後に受付

でご返却ください。なお、紛失・破損した場合は保証金はお返ししませんので

ご了承ください。 

・配布用ディスクリプションは本部受付にて十分な量を用意しております。各

自お受け取りください。  

・公式掲示板を大会本部受付付近に設置します。プログラム発行以後の情報は

こちらに掲載されますので、各自で確認してください。  

・会場入り口付近にアクティベートユニットを用意しています。スタート地区

に向かう前に必ず各自で動作確認をしてください。万一動作不良があった場合

はすぐに本部受付にご連絡ください。  

・スタート地区付近にはウォーミングアップエリアはありません。会場からス

タート地区までの誘導区間内で行なってください。  

・当日申込の方は 10 時 30 分までに本部受付で申込用紙を記入し、スタート時

刻の指定を受けてください。また、当日参加は出走可能な人数に限りがあり、

クラスのご希望に添えない場合があります。ご了承ください。なお、当日申し



込み者の申込書は本部受付にて用意しております。  

・代走を希望する選手は、10時 30分までに会場本部受付までお越しください。

なお、代走の場合は表彰対象外となります。  

・会場内は土足厳禁となっております。内部に泥を持ち込まないでください。  

・会場内のトイレの数に限りがあります。トイレは来場前に予め済ませておく

ことをお勧めします。 

・会場内での飲食は可能となっておりますが、汚さないように気をつけてくだ

さい。 

・会場内での喫煙、飲酒を禁止します。 

 

◯スタート 

・会場からスタート地区までは、青色テープ誘導徒歩約 40分です。 

・スタート地区にトイレはございませんので、会場で済ませてきてください。 

・スタート地区に給水を用意します。 

・チームオフィシャルはスタート地区まで同行する事が可能です。 

・自分のスタート時刻の 3 分前になりましたら、E カードのアクティベートを

済ませて自分の出走するレーンのスタート枠に入ってください。  

・スタート 1 分前になりましたら、役員の指示に従い E カードを提示して再度

アクティベートしてください。 

・スタート 10 秒前になりましたら、E カードをスタートユニットにセットし、

スタートの合図と同時に E カードを離して地図をとっ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は赤白ストリーマーによる誘導です。 

・スタートフラッグの位置が地図上の△の位置になります。 

・スタート時刻に遅刻してしまった競技者は、スタート地区の役員に申し出て、

その指示に従ってください。遅刻枠からの出走が可能です。競技者の責任によ

る遅刻の場合は正規のスタート時刻からの計時となりますが、そうでない場合

はその限りではありません。なおスタート地区は 13 時 30 分に閉鎖します。閉

鎖後のスタートは認められません。 

・スタート地区からのウィンドブレーカーなどの輸送は行いません。 

 

◯競技中 

・競技時間は 120分です。この時間を超えてのゴールは失格となります。 

・ゴール閉鎖は 15 時 30 分です。全てのコントロールを通過していない場合で

も、この時刻までには必ずゴールを通過してください。また、一度スタートし

た選手は必ずゴールを通過するか、何らかの方法で E カードをゴール地区の役

員に提出してください。未帰還者として捜索対象となります。 



・競技中に怪我をした場合、また怪我人を発見した場合は、お近くの運営役員

まで至急お伝えください。怪我人の救助は何よりも優先されます。競技の安全

性維持のためにもご協力お願いします。 

・車の通過する道路を横断する箇所がありますので注意願います。 

・新人クラスにはビジュアル区間を設置しています。ビジュアル区間では赤白

ストリーマーによる誘導があるので、それに従ってください。ビジュアル区間

の始点と終点にはコントロールがあります。ビジュアル区間、ゴールエリアは

誘導が少々複雑になっておりますので、下記「◯観戦エリア」の項目にビジュ

アル区間及びゴール地区付近を拡大し、説明を加えたものを公開します。上級

生は新人に事前に説明してあげてください。 

 

◯ゴール 

・ゴールはパンチングフィニッシュです。ゴールユニットにパンチした時刻が

正式なゴールタイムとなります。  

・ゴール後は役員の指示に従って通路を進み、確実に Eカード のチェック・回

収を受けてください。E カード を提出できない場合は失格となります。なお、

ゴールした順にチェックを行いますので、順番を抜かさないように注意してく

ださい。  

・Eカードはレンタルの物のみ、ゴール地区で回収いたします。  

・ゴール後、地図の回収やゴールした選手の隔離は行いません。公平性を損ね

ないために、ゴールした選手はスタート前や競技中の選手に地図を見せたりコ

ース情報を提供したりしないでください。 

・最終コントロールからゴールまでは赤白ストリーマーによる誘導です。 

・ゴール地区にて給水を行います。 

 

◯観戦エリア 

・本大会では、ゴール地区付近に観戦エリアを設けます。 

・会場からゴール地区までのデジカメ輸送を行います。会場の受付付近にデジ

カメ輸送 BOXを用意しますので、よろしければこちらをご活用ください。上級

生がゴールし新入生の応援が始まる前までには、ゴール地区にお届けします(た

だし、紛失・破損等の事故について主催側は一切責任を負いませんので、予め

ご了承ください)。 

・大会役員の指示に従って楽しく観戦してください。 

・観戦エリア(≒ゴール地区)から会場へは、初めは緑色テープ誘導で途中から青

色テープ誘導に合流です。徒歩約 30分かかりますので、表彰式に間に合うよう

に観戦エリアを出発してください。 



 

ビジュアル付近の拡大図 

上級生 

ゴール後に役員の指示に従い観戦エリアで新入生が現れるのを楽しみにして

いてください。上図でゴールのすぐ東側の一段低くなっている丸いオープンが

ゆうパークおごせの広場で、観戦エリアとなります。 

 

新入生 

図のラジオコントロールから赤白ストリーマーによる誘導に従ってスペクテ

ーターズレーンを通り次のポストへ向かいます。スペクテーターズレーンを通

過していない場合は失格となるので注意してください。誘導区間の始点と終点

のコントロールにパンチするのを忘れないように注意してください。 

 

 

◯競技終了後 

・テレイン内でケガ人を発見した場合、速やかに近くの役員までお知らせくだ

さい。 

・苦情・申告・質問などは所定の用紙に記入の上、本部までお持ちください。 

・競技終了後に欠席者分の地図配布を行います。大学単位でまとめてお渡しし

ますので、16時 00分までに本部受付へお越しください。 

・15 時 30 分の時点で未帰還者がいる大学・クラブの代表者は、本部受付又は

観戦エリア役員まで連絡してください。 

・16時 00分より会場(観戦エリアではありません)にて表彰式を行います。 

・表彰式後、「越生町ふれあい健康センター ゆうパークおごせ」での入浴が可

能です。詳しくは「6.大会後の入浴」をご覧ください。 



  
やまぶき公民館 

開場 9:30 

緑色テープ誘導 

スタート地区 

トップスタート 11:00 スタート閉鎖 13:30 

競技中の誘導は赤白ストリーマー 

青色テープ誘導 40分 

やまぶき公民館で表彰式 16:00~ 

ゴール地区（≒観戦エリア） ゴール閉鎖 15:30 

途中から青色テープ誘導に合流 

ゆうパークおごせの送迎バス 

ゆうぱーくおごせでお風呂（地図を忘れずに！） 



4.表彰 

MUF、WUF各 6位 MUA、WUA各 3位 

一般クラス及び Sクラスの表彰はいたしません。 

 

5.諸注意 

・当日受付にて誓約書を忘れずに提出してください。誓約書が提出されない場

合、出走を認めない場合があります。  

・記入した誓約書の内容を遵守してください。  

・大会当日、会場内への O-map「越生虚空蔵尊」および該当範囲の地形図・行

政図などを会場へ持ち込むことは禁止します。  

・Eカードを紛失した際には実費（8000円）を請求いたします。  

・エントリーしたにも関わらずスタートリストに名前がない場合は、速やかに

下記の問い合わせ先に連絡願います。  

・大会にて忘れ物をした場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。ただし 2

週間経っても連絡がない場合、当方にて処分させていただきます。なお、テレ

イン内での物品紛失について、ゴール後の捜索は認めていませんので予めご了

承ください。  

・主催者で傷害保険に加入していますが、万一のため保険証（コピー可）をお

持ちください。また、事故やけがをした方は必ず受付までお知らせください。   

・泥を会場内に持ち込まないよう注意してください。  

・会場内の備品を破損した場合は賠償していただく場合があります。  

・参加者が自分自身あるいは他人に与えた損害については、主催者側では責任

を負いません。  

・荷物の管理は各自で行ってください。盗難等の責任は主催者側では負いませ

ん。  

・公序良俗に反する行為および大会運営への妨害とみなされる行為があった場

合、本大会への出場を停止、又は失格とすることがあります。  

・テレインおよび会場内は火気厳禁です。  

・自分で出したごみは必ず自分でお持ち帰りください。  

・民家や畑、その他立入禁止区域には絶対に立ち入らないでください。また、

上級生は新人へ立ち入り禁止区域の教育を徹底してください。 

・地元の住民の方にあったら、息が上がっていても元気よく挨拶しましょう。  

・樹木などを傷つける行為を行わないでください。 

・お支払いいただいた料金はいかなる場合も返金いたしません。ご了承くださ



い。 

・テレイン内の道で滑りやすくなっている個所があります。また一部クラスで

は崖の近くを通る可能性があるので気を付けて競技を行ってください。 

・イノシシなどの野生の生物には十分注意してください。 

・一部蜘蛛の巣が張っているところがあります。 

 

〇参加費 

・全クラスにて当日申し込みを受け付けます。その場合は各クラス一律参加費

+200 円を申し受けます。 但し、地図の枚数には限りがございますので、ご希

望のクラスに出走できない場合もございます。 

・Eカードレンタルは+200円となります。 

・大学単位で E カードレンタルを申し込みしている場合は、誓約書を提出する

際に料金をまとめてお支払いください。 

・振り込みで不備がある団体の担当者の方に、本部受付で何らかの事務連絡を

する場合がございます。 

 

 

6.大会後の入浴 

 本大会の表彰式の後、会場のやまぶき公民館からゆうパークおごせへ向かう

無料送迎バスを手配していただきました。参加者の方は大会の地図をフロント

で提示していただければ、通常 700 円のところを 500 円（タオル持参の場合）

で入浴することが可能です。水着を持って行くと水着でしか入れないエリアに

も入ることができます。また、ゆうパークおごせには食堂もございますので、

あわせてご利用ください。 

 

 

7.お問い合わせ 

疑問質問等ございましたら、お気軽に下記アドレスまでご連絡ください。  

gifutaka29@yahoo.co.jp(村瀬) 

mailto:gifutaka29@yahoo.co.jp

