
 

  

      

関東学生ペア O 大会は関東学連加盟校が合同で行っ

ている新歓行事です。初めての方でも上級生と一緒

にまわるので安心！上級生の力を借りながら、上位

目指して森を駆け巡れ！！ 

関東学生ペア O 大会 プログラム 

＠埼玉県飯能市 2018/5/27(日) 
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【要項からの主な変更点】 

  ・タイムテーブル内の開場時刻を〈9:15〉、受付終了時刻を〈10:10〉に変更しました。 

  ・会場アクセス内に、大会専用バス・東青梅駅からの経路・駐車場の場所についての情報を追加いたしま

した。その他の項目についても詳細を追加しております。 

  ・競技情報に、コース距離・登距離・コースプロフィールを追加いたしました。 

  ・競技中のテープ誘導の色を〈赤色〉、フィニッシュ～会場のテープ誘導の色を〈紫色〉に変更しました。 
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1．大会情報                 
 

主催    ：関東学生オリエンテーリング連盟 

後援    ：飯能市教育委員会 

運営責任者  ：柏田 芳樹 (一橋大学 2017 年度入学) 

競技責任者  ：佐久間 若菜 (筑波大学 2017 年度入学) 

コントローラ ：増澤 すず (筑波大学 2016 年度入学) 
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２．タイムテーブル             
 

2018/5/27(日) 雨天決行 荒天中止 

        荒天の場合は当日 6:00 に開催可否を判断します。関東学連 HP または各大学の渉外を通して 

ご確認ください。 

 

9:15 開場 

         受付開始 

10:10 受付終了 

          競技説明 

11:00 スタート時刻発表 

11:30 トップスタート 

14:00 表彰式 

14:30 ゴール閉鎖 

16:00 会場閉鎖 

3．会場                   

3.1．会場 

南高麗地区行政センター(南高麗公民館)  

          埼玉県飯能市大字下直竹 1122 番地 2 

3.2．アクセス

3.2.1．西武池袋線飯能駅からお越しの方 

◇路線バス 

 系統：国際興業バス〈飯 11〉間野黒指行 

 停留所：駅側→飯能駅北口 1 番 

     会場側→南高麗小学校 

 所要時間：乗車約 20 分、 

下車後徒歩約 5 分(右図参照) 

 運賃：片道 330 円(IC329 円) 後払い 

 

◇大会専用バス(会場直通) 

     停留所：駅側→飯能駅北口降車場  会場側→南高麗公民館 

     所要時間：乗車約 15 分、下車後徒歩約 1 分 

     運賃：片道 330 円 前払い   ※IC 利用不可 

         乗車前に乗り場にいる係員にお支払いください。 

         スムーズな乗り降りのため、つり銭のないようお願いいたします。 
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 《時刻表》  路線バスと大会専用バスでは、会場側停留所が異なります。ご注意ください。 

【行き】   【帰り】  

8 時 35(路線) 45(専用) 14 時 50(専用) 

9 時 35(専用) 15 時 28(路線) 40(専用) 

 

    3.2.2．JR 青梅線東青梅駅からお越しの方 

    ◇路線バス 

     系統：都営バス〈梅 74 甲〉〈梅 74 乙〉 

成木循環 

     停留所：駅側→東青梅駅北口 

         会場側→成木一丁目四ツ角 

     所要時間：乗車約 25 分、 

          下車後徒歩約 20 分(右図参照) 

     運賃：330 円(IC329 円) 後払い 

 

《時刻表》 

【行き】   【帰り】  

8 時 20(梅 74 甲) 13 時 33(梅 74 甲) 

9 時 19(梅 74 乙) 14 時 35(梅 74 乙) 

10 時 10(梅 74 甲) 15 時 23(梅 74 甲) 

 

    3.2.3．お車でお越しの方 

     駐車場は南高麗公民館(会場、20 台程度)・南高麗診療所(15 台程度)となっております。 

     駐車場の用意には限りがございます。なるべく公共交通機関をご利用ください。 

    

   3.3．連絡・注意事項  

・会場レイアウトは入口に掲示します。  

・会場内での飲食・喫煙は禁止です。  

・会場を汚さないように、競技終了後はよく泥を落としてから会場にお入りください。  

・ゴミは各自持ち帰ってください。  

・貴重品などの管理は各自でお願いします。盗難等について、主催者側は一切の責任を負いません。 
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4．参加費・申し込み             

4.1．参加費 

新人(学連登録 1 年目) 200 円 

上級生(学連登録 2 年目以降) 800 円 

高校生以下 200 円 

その他一般 800 円 

E-card レンタル 200 円 

 

4.2．申し込み 

・事前申し込みを受け付けます。エントリーシートに必要事項を記入し、2018pairo@gmail.com 宛てに送

信してください。 

・参加申込期限は【5/18(金)】とします。当日申し込みの人数には限りがあるのでご注意ください。 

・E-cardレンタルは事前申し込みのみ受け付けております。エントリーシートに個数を記入してください。 

・参加費は当日 10:10 までに提出してください。 

・コンパスのレンタルも受け付けています。エントリーシートに必要な個数を記入してください。ただ、

コンパスの数には限りがございますので、なるべく各クラブ・大学で用意していただけると幸いです。ま

た、コンパスの破損が確認された場合には修理代金を頂くことがあります。 

 

5．競技情報                 

5.1．競技形式 

ペア・グループおよび個人による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を使用(My E-card 使用可能) 

5.2．地図仕様 

使用地図：『赤根』(2018 年) 

縮尺／等高線間隔 1:10,000／5m 

走行可能度 4 段階表記 

地図サイズ A4 

地図表記 ISOM2017 準拠 

耐水性 透明ビニール袋封入済み 

 

 

mailto:2018pairo@gmail.com
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5.3．クラス 

クラス 対象者 コース距離 登距離 

MF 新人男子と上級生のペアまたはグループ  3.0km 140ｍ 

WF 新人女子と上級生のペアまたはグループ   2.6km 115m 

A 個人・一般参加者   3.2km 185m 

  ・ペア、グループ問わず、地図の枚数は MF/WF は 2 枚、A は 1 枚となります。 

    ・表彰対象は MF/WF の各上位 6 名のみとなります。 

    ・F クラスに大学生以外が出走すると参考記録となります。ご了承ください。 

 

5.4．コースプロフィール 

  連続する尾根沢が特徴的な本テレインですが、今回のコースではスピードを出せる区間が多数あります。

そのため正確なナビゲーションとスピード維持がポイントとなるでしょう。 

  F クラスでは道沿いに置かれたポストの他に、少し難易度の高いレッグもあります。ナビゲーションに

チャレンジしてみてください。 

 

5.4．使用テープ一覧 

競技中 赤色 

会場～スタート地区 青色 

フィニッシュ～会場 紫色 

5.5．連絡・注意事項 

・当日は山に入るので長袖長ズボン、ジャージ等の運動ができる服装を推奨します。また、公序良俗に反

する服装での出走は認めません。 

・本大会は傷害保険等には加入しておりません。 

・地図は当日スタート地区で配布致します。 

・地図内の民家・立入禁止区域には絶対立ち入らないでください。 

・テレイン内で地元の人に出会ったらきちんと挨拶をして下さい。オリエンテーリングは地元の方々の協

力があって初めて成立する競技です。 

・必ずフィニッシュを通過してください。また、フィニッシュ閉鎖時刻を厳守してください。 

・E-card の読み取りは会場で行います。読み取りを行うまで E-card をアクティベートユニットに近づけ

ないようお願いいたします。   

・地図回収は行いませんので、未出走の参加者には地図を見せないようお願いします。 

・競技情報は予告なしに変更される場合があります。ご注意ください。 
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6．お問い合わせ               
ご質問等ございましたら遠慮なく下記連絡先までお願いいたします。 

 

運営責任者       ：柏田 芳樹 

前日までの連絡先 ：2018pairo@gmail.com 

当日の連絡先     ：080-2740-0916(柏田携帯) 

 

mailto:2018pairo@gmail.com

