
関東学連新人戦 2010 プログラム 
 

○正式名称 

関東学生オリエンテーリング連盟 2010 年度新人戦、兼、学年別対抗戦大会 

 

○主催 

関東学生オリエンテーリング連盟 

運営責任者：中野雅之(東京大学３年) 

 競技責任者：宮崎大地(東京工業大学３年) 

 コントローラ：水木啓介(早稲田大学卒) 

 

○日時 

2010 年 10 月 17 日(日) 雤天決行・荒天中止 

※万が一荒天中止の場合には、当日朝 6 時までに関東学連ホームページにてその旨お伝えし

ます。中止の確認は各自でお願いします。 

 

○テレイン 

「滝山城址 2009」 

多摩 OL2009 年  縮尺 1：10000、等高線間隔 5m、通行可能度四段階表示 

B4、0,8mm ビニル袋封入済 

 

テレイン・コースプロフィール 

今回のテレインである滝山城址は、JR 中央線八王子駅から 4km ほどにある東京都市近郊テ

レインです。それゆえに広さは余り無いですが、他のパークテレインなどと違って微地形に富

み比較的高低差がしっかりしています。整備された林ゆえに見通しは効きやすいですが、秋に

なってまだまだ藪が濃く走りづらい印象を受けるかもしれません。 

コースは微地形地帯を回るレッグと道走りが主体になるレッグの２つに大別され、メリハリ

の効いたナビゲーション能力が要求されます。しっかりとした技術を身につけていないと、

色々な意味で思い出に残る新人戦になってしまうことでしょう。 

                    (コースプランナー 宮崎 大地より) 

○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) 

 

○会場 

左入会館  

【アクセス】 

京王八王子駅バス停 4 番乗り場、または八王子駅北口バス停 11 番乗り場より「左入経由 杏

林大学行き」または「左入経由 純心女子学園行き」左入会館前バス停下車。所要時間 20 分

程度。 

※似たような行き先名のバス系統が多いのでご注意ください。 

時刻表：http://www.bus-navi.com/pc/02_keito.php?start_tcode=900390 

車での来場はご遠慮いただいております。ご了承ください。 

 

【テープ誘導】  

・「左入会館前」バス停～会場すぐ 係員の誘導に従ってください 

・会場～スタート地区    黄色 25～30 分 

※交通量が多い主要道を通るので通行の際は十分お気をつけください。  

・ゴール～会場地区    青色  

・スタート地区～スタートフラッグ   赤色 

  

・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、11 時 00 分までに e-card・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。  



・e-card 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。  

・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。万一動作丌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。会場からスタートまでの誘

導区間内で行なってください。  

・会場から直接ゴール地区へ向かいたいチームオフィシャルは、11 時 30 分 に本部受付前に

集合してください。  

・当日申込の方は 11 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、11 時 00 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。 

・会場前に１か所ですが洗い場があります。泥を落とすのにご使用ください。会場内部にも蛇

口はありますが、そこで泥を洗い落とす行為は絶対にしないでください。 

・会場内のトイレ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。 

・会場周辺にコンビニはございますが、多数の参加者の方の来場がされますので、商品が売り

切れる可能性があります。予めご用意されることをお勧めいたします。 

・会場の周辺は住宅街となっています。大声を出す等周囲の迷惑となる行為はご遠慮ください。 

・会場内での飲食は可能となっております。 

・会場内での喫煙を禁止します。 

 

○競技情報 

コース 距離 登距離 

MA,MUA 3.75km 175m 

WA,WUA,MUF,HS 3.11km 115m 

MAS,MUS,WAS,WUS,JS 2.89km 125m 

WUF 1.87km 80m 

 

【スタート】  

・会場からスタート地区までは、黄色テープ誘導徒歩約 20 分です。  

・スタート地区からスタートフラッグまでは赤色テープ誘導です。  

・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。  

・スタート終了後ゴール地区に向かいたい場合は役員が誘導しますので、その場合はスタート

役員までお申し出ください。  

・短パン・半ズボンといった服装の選手の出走は認められません。  

・自分のスタート時刻の 3 分前になりましたら、e-card 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-card 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-card をスタートユニットにセットし、スタートの合図と

同時に地図をとってスタートしてください。  

・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、 その遅刻が運営側の責任による場合は、遅刻枠を出走

した時刻からの 計時となります。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。  

・ウィンドブレーカーの輸送は行いません。  

 

【競技中】  

・競技時間は 150 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 16 時 00 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-card 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

索対象となる恐れがあります。  

・競技中にケガをした場合、またケガ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。  ケガ人の救助は何よりも優先されます。競技の安全性の維持のためにも、ご協力

をお願いします。  

・テレイン内には立ち入り禁止箇所(パープルの縦線またはパープルの×印で表記)が存在しま

す。決して立ち入らないでください。一部立入禁止区域には、青黄テープが張られています。

それ以外でも、耕作地や民家敷地内などの立ち入り禁止区域には立ち入らないでください。こ

れらに立ち入ったことが判明した場合、失格の対象となります。各大学とも徹底した指導をお

願いします。 

・コース上に有人の給水所が１箇所あります。地図上に表記がありますが、パープルハッチと

かぶっているのでご注意ください。目安としては MUA、MA クラスでは 60％、WUF クラス

では 20％、それ以外のクラスでは 50％の位置となります 

 

【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-card のチェック・回収を受けてくだ

さい。e-card 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-card は個人所有のものも含め、全てゴール地区で回収いたします。個人所有の e-card は

チェックが済み次第会場本部にて返却します。忘れずにお持ち帰りください。  

・ゴール地区に給水を用意いたします。ただし、量に限りがございますので、 各自適宜お飲

みください。  

・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。 

【ラジコン】 

本大会では、F クラスのみラジコン放送を行います。具体的には、全クラスに共通する給水所

がラジコンの代わりとなり、ゴール地区で通過者情報等をアナウンスいたします。 

  

～上級生向け情報～ 

ゴール地区では F クラススタートリストの掲示や通過者情報などを通して、どの F クラス

競技者がどのくらいでゴール見込みかについてできる限りお伝えするので、ぜひ新人戦にふさ

わしい、新入生への盛大な応援にお役立てください。 

また、昨年度ゴール地区から会場までデジカメを取りに戻ってくる参加者がいたという反省

点を活かして、今年度は会場からゴール地区までのデジカメ輸送も行います。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もご活用ください。上級生がゴ

ールし新入生の応援が始まる前までには、ゴール地区までお届けします(ただし、紛失等の事

敀については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)。 

当日ゴール地区でのラジコンに関するレイアウトや諸注意は、当日会場の公式掲示板に掲示

しますのでご確認ください。 

  

～新入生向け情報～ 

本大会では新入生の皆さんにはゼッケンをつけて出走していただきます。ゼッケンをつけて

頂く主旨は上記のとおり、ゴール地区での中間通過者情報発表のためですので、ゼッケンをつ

けなければスタートできないなどの措置はありませんが、できる限りご協力ください。 

ゼッケンの配布は当日会場受付付近にて行います。一目で分かるように用意しますが、万一

分からない場合は、受付役員に申し付けください。 

ゼッケンはスタート時刻順に透明な袋に入れて用意しておきますので、各自自分のスタート

時間とゼッケン番号を確認したうえ、自分のゼッケンを取るようにお願いいたします。 

また、ゼッケンをウェアに着けるための安全ピンですが、予備を準備しておりますが数に限

りがありますので可能な限りご持参下さい。 

 

【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ますので、16 時

30 分までに本部受付へお越しください。  

・16 時 00 分の時点で未帰還者がいる大学・クラブの代表者は、必ず本部受付まで連絡して

ください。  

  

○諸注意 

・本テレインを含め、付近の山林ではイノシシやシカなど野生動物が数多く確認されています。

競技中に発見した場合は速やかに安全な場所へ避難してください。  

・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「滝山城址 2009」および該当範囲の地形図・行政図を会場

へ持ち込むことは禁止します。 

・e-card を紛失した際には実費（5000 ～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、事敀やけがをした方は必ず受付までお知らせください。  

・会場内及びテレイン内での飲食・喫煙を禁止します。  

・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不えた損害については、主催者側では一切責任を負いませ

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。  

・民家や畑の敷地内に入らないでください。  

・地元の住民の方への挨拶を徹底して下さい。 

・樹木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。 

 

○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 2000 円を申し受けま

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

とめてお払いください。 

・振り込みで丌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。 

 

○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。 

daichi-miyazaki@nifty.com (宮崎) 

それでは、みなさまのご来場を心よりお待ちしております！！ 


