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【ごあいさつ】 
 

東京理科大学オリエンテーリングクラブ代表 

第 1 回東京理科大学オリエンテーリング大会実行委員長 

坂野翔哉 

 

 

 

 

 

寒さも厳しくなり、師走で行事の多い時期ですが、この度は第 1 回東京理科大学オリエ

ンテーリング大会にお申し込みいただき誠にありがとうございます。本大会は本クラブ初

の大会であり、多くの競技者の皆様にお越しいただけますことを大変嬉しく思います。 

はじめに、葛飾区役所と東京理科大学の関係者の皆様のご理解とご協力に心より感謝い

たします。区立公園と大学からなる広大な土地を、はじめてオリエンテーリングのために利

用させていただくこととなりました。 

本クラブは私が 2014 年に作成したクラブで、現在は部員 3 名です。東京理科大学は、日

本におけるオリエンテーリングの約半世紀の歴史の中で、たびたび名前が現れているもの

の、近年の活動は全くありませんでした。本大会で学生クラブとして活動の礎を築き、より

よいクラブとなれるよう開催した次第です。 

近年は全国の学生オリエンテーリングクラブも活発になりつつあり、また、地図作成や演

出においての技術も進歩し、たくさんの魅力的で挑戦的な大会が開催されています。そんな

中で本大会はみなさまの中でどのような大会として映るのでしょうか。本大会ではオリエ

ンテーリングの楽しみを存分に感じていただけるよう、準備を進めておりますのでご期待

いただければと思います。 

それでは会場でお待ちしております。 

テレインの写真①  
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【大会概要】 
正式名称 第 1 回東京理科大学オリエンテーリング大会 

開催日  2015 年 12 月 5 日(土) 雨天決行、荒天中止 

会場  東京理科大学葛飾キャンパス講義棟 101 教室 

場所  東京都葛飾区新宿 6 丁目地区 

主催  東京理科大学オリエンテーリングクラブ 

主管  第 1 回東京理科大学オリエンテーリング大会実行委員会 

協力  葛飾区都市整備部公園課 

  葛飾区教育委員会生涯スポーツ課 

  東京理科大学学生支援課 

  東京理科大学葛飾友理会 

  NishiPRO 

早稲田大学オリエンテーリングクラブ 

東京大学オリエンテーリングクラブ 

大会役員 競技責任者兼コース設定者   坂野翔哉(東京理科大学 2014 年度入学) 

イベントアドバイザー    藤村陸  (早稲田大学 2011年度入学) 

大会 HP  http://rikadai.yamagomori.com 

問合先  担当者  坂野翔哉（ばんのしょうや） 

電子メール tus.orienteering@gmail.com 

電話  080-3674-3309 

大会当日の緊急時において電話を使用し、可能な限りメールでお問い合

わせください。 

 

 

【タイムテーブル】 
10:00 開場時刻 

11:00 トップスタート 

11:30 Extra 出走開始 

12:30 当日申込受付終了 

13:20 スタート閉鎖 

13:50 フィニッシュ閉鎖 

14:00 講習会開始 

14:50 講習会終了・閉場  

http://rikadai.yamagomori.com/
mailto:tus.orienteering@gmail.com


4 

 

【交通案内】 
・公共交通機関でお越しの方 

JR 常磐線・東京メトロ千代田線・京成金町線 金町駅より徒歩約 8 分です。駅からは以下

の地図に記された破線にしたがって会場までお越しください。誘導はありません。 

 

※ JR 金町駅には常磐線快速は停車しません。北千住駅または松戸駅にて各駅停車にお乗

り換えください。また、JR 北千住駅では、東京メトロ千代田線下りホームより常磐線各

駅停車が発車いたします。お乗り換えの際はご注意ください。 

 

・自家用車でお越しの方 

以下の地図の立ち入り禁止区域外にあるコインパーキングをご利用の上、地図にしたがっ

て会場までお越しください。 

 

・立ち入り禁止区域 

大会参加者は競技までに以下の赤色ハッチングエリアへの立ち入りを禁止します。会場へ

お越しの際は立ち入らないようお願いします。 

（google map) 
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【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 

スプリント競技部門 

通過証明 EMIT 社製電子パンチングシステム 

使用地図 にいじゅくみらい公園・東京理科大学葛飾キャンパス 

(2015 年新規作成テレイン) 

作図責任者 坂野翔哉 

  縮尺  1:4,000 

  等高線間隔 2.0m 

  日本スプリントオリエンテーリング地図図式規定(JSSOM2007)準拠 

  コントロール位置説明仕様(JSCD2008)準拠 beginner のみ日本語表記 

配布地図 大きさ  A4 縦 全クラスとも 1 枚に 2 コースの地図交換方式 

  耐水性  透明ビニール袋に封入済 

 遊具・碑・人工特徴物(JSCD6.1 特別な特徴物 ✕） 特殊記号 黒の✕

 水飲み場(JSCD6.1 特別な特徴物 ✕） 青の✕

黒の◯  街灯・小さな塔 (JSCD5.15 小さな塔 T) 

クラス 

クラス 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間 

long 2.7 22 13 分 

short (beginner) 1.5 12 7 分 

extra 2.2 18 10 分 

・long クラスは関東パーク O ツアーランキング対象クラスです。関東パーク O ツアーにつ

いての詳細は埼玉県オリエンテーリング協会 HP にてご確認ください。 

特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会 

http://www.orienteering.com/~saitama/ 

・1 本目に Long または Short を出走された方は 2本目に Extra コースを出走することがで

きます。こちらの競技はスタート枠前のリストに任意の出走時刻を記入し、その時刻にス

タートしていただきます。コントロール位置説明表を 2 分前枠にて、地図を 1 分前枠に

て各自取ってください。チャイムに合わせて 1 分ごとに出走してください。E-card は 1

本目と同じものをご使用ください。バックアップラベルは用意しておりませんのでご了

承ください。 

・車両の通行する一般道路及び駐車場は立ち入り禁止です。歩道部分の走行は可能ですが、

現地において立ち入り禁止処理は一切行っておりません。 

・配布用位置説明表の大きさは最大で 6cm×16cm です。  

http://www.orienteering.com/~saitama/
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・テレインプロフィール 

葛飾区立にいじゅくみらい公園と東京理科大学葛飾キャンパスは、2013 年に周辺の住宅と

ともに三菱製紙工場跡地に誕生しました。北部には多目的広場やテニスコート、南部には池

や川もある広大な芝生広場があり、その中央に挟まれる形で大学があります。公園と大学と

住宅が一体となり地域と深く関わっていく新しい地域で、未来を感じながらオリエンテー

リングを楽しんでください。 

 

・コースプロフィール 

テレイン内を縦横無尽に駆け巡ります。広い公園部分では方向感覚を問い、大学部分では校

舎の狭間を縫うルートチョイスが試される、緩急のあるコースとなっています。建物だけで

なく、丘や植え込み、池や小川もルートチョイスの障害となり、一瞬の判断が大きな差に繋

がるでしょう。 

 

 

テレインの写真② 
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【会場案内】 
 

受付  当日申込の受付時間は 10:00～12:30 となります。受付にて所定

の用紙に記入し、お申し込みください。当日申し込みを受付する

クラスとその際の料金は以下の通りです。 

クラス 当日申し込み 

一般 高校生以下 

Long 1500 円 1000 円 

Short 1200 円 800 円 

Extra 300 円 

beginner 300 円 

 

配布物  バックアップラベル 1 枚と E-card(レンタル希望者)を受付にて

各自お取りください。 

申込情報の変更 受付にて行います。所定の用紙に記入し、お申し込みください。

代走申込や、E-card 番号変更もこちれでお願いします。 

E-card 貸出  受付にて行います。レンタル E-card を紛失・破損の場合 8,500

円を頂きます。当日参加分には数に限りがございます。 

コンパス貸出  受付にて無料で貸し出します。所定の用紙に記入し、お申し込み

ください。紛失・破損の場合 3,500 円を頂きます。数に限りがご

ざいます。 

地図販売 各コース図を 300 円で販売いたします。事前に申し込みされた

方には封筒に入れたものを用意いたします。出走前に封筒を開封

して地図を見ることを禁止します。 

表彰式  表彰式は行いません。Long クラスにて優勝設定時間未満でフィ

ニッシュされた方には計算センターにて商品をお渡しします。 

公式掲示板  プログラムの訂正や競技に関する情報を掲示いたしますので必

ずご確認ください。 

成績速報  会場内に成績速報を掲示いたします。正式記録は Lap Center に

て掲載いたします。 

アンケート  受付横にてアンケートの配布と回収を行います。ご協力をお願

いします。 

トイレ   会場となる講義棟の廊下に男女別にトイレがあります。 

女子更衣室  受付のある 101 教室の隣、102 教室を女子更衣室とします。 

アクティベート  会場内には設けません。スタート待機枠前にて行ってください。  
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会場レイアウト図 

スタート/フィニッシュ地区とウォーミングアップエリアのレイアウト 

 

△がスタート地区、◎がフィニッシュ地区です。水色ハッチングエリアがウォーミングアッ

プエリアです。 

会場からスタート地区・フィニッシュから会場へは水色の破線を速やかに移動してくださ

い。これらの周囲は競技中の選手が通過する可能性があるため、不必要に滞在しないでくだ

さい。 

競技中またはゴール後にスタート地区に近接すると、アクティベートユニットにより E-

card の情報がリセットされますのでくれぐれもご注意ください。 
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【競技の流れ】 
ウォーミングアップエリア 上図範囲内で行ってください境界は現地で示してあり

ませんのでご注意ください。 

会場からスタート地区まで テープ誘導はありません。講義棟入口から約 50mです。 

遅刻者対応  遅刻された方は受付にてスタート時刻の再指定を行い

ます。受付までお申し出ください。 

スタート地区 スタート 3 分前になりましたらアクティベートのうえ

で枠へ入り、チャイムに合わせて枠をお進みください。

2 分前枠ではコントロール位置説明表をお取りくださ

い。1 分前枠で地図を役員が用意いたしますので、チャ

イムの合図とともにスタートしてください。 

競技時間  競技時間は全クラス 30 分です。スタート地区閉鎖は

13:20、フィニッシュ地区閉鎖は 13:50 です。2 本目の

Extra コースについても同様です。 

テープ誘導  ありません。フィニッシュへの誘導もありません。 

フィニッシュ   パンチングフィニッシュとなります。 

フィニッシュから会場まで テープ誘導はありません。講義棟入口まで約 50mです。 

計算センター  会場内です。フィニッシュされた方は必ずこちらを通

過してからご帰宅するようお願いいたします。E-card

の返却もこちらで行います。E-card の読み取り後、個

人成績速報を印刷してお渡しします。 

 

地図回収は行いません。未出走者へ地図を見せたり、競技情報の伝達を行うことを禁止しま

す。競技後または販売用の地図は各自注意して管理をお願いいたします。 

 

【講習会】 
ナショナルチーム吉田勉コーチによる 

「オリエンテーリング競技者のための日常の体力トレーニングの組み方」開催（無料） 

ぜひご参加ください。 

講義棟 102 教室 14:00～14:50 (予定) 
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【諸注意】 
【競技に関する注意】 

・公正と正直を胸に行動し、スポーツ精神と友情を忘れずに競技を行ってください。 

・他の競技者、大会役員、一般利用者を尊重し競技を行ってください。 

・公序良俗に反する服装での出走や金属ピン付きスパイクシューズの使用を禁止します。 

・テレイン内は大小さまざまな植え込みが多く存在します。下に記載の写真のような直径

1m 程度の植え込みや植栽は地図に記載されていませんが立ち入りは禁止です。また、

現地でもテープ等による立ち入り禁止処理はなされていません。 

 

【大会に関する注意】 

・大会当日の朝 8 時までの開催判断により、中止の場合は HP にて行います。大雨洪水注

意報・警報や暴風警報が発令された場合に中止となる可能性があります。 

・本大会では保険へ加入しません。各自での加入をお願い致します。また、参加者が自分自

身あるいは第三者に与えた損害に対して主催者はその責任を負いません。 

・盗難等の被害についても責任は負いかねます。貴重品は参加者自身での管理をお願い致し

ます。 

・お支払いいただいた参加費は、運営者の都合による大会中止の場合を除き、返金いたしま

せん。 

・不測の事態により大会開催が不可能と判断された場合は大会 HP にて大会中止をお知ら

せ致します。 

 

【その他】 

・大学内につき、物品の販売は認められません。 

・事前申し込み参加者の参加費振込は Japan-O-entrY にて大会前日まで受け付けますが、

早めのお振込みをお願い致します。 
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【大会役員】 
実行委員長 坂野翔哉 (東京理科大学 2014 年度入学) 

作図責任者 同上 

競技責任者 同上 

コース設定者 同上 

運営責任者 同上 

広報責任者 同上 

会計責任者 同上 

渉外責任者 同上 

イベントアドバイザー 藤村陸 (早稲田大学 2011 年度入学) 

 

会場  王丸仁志 (東京理科大学 2014 年度入学) 

澤村健司 (東京理科大学 2014 年度入学) 

計算センター 熊見弘一 (早稲田大学 2012 年度入学) 

スタート 新倉康子 (日本女子大学 2014 年度入学) 

吉澤佳奈 (日本女子大学 2014 年度入学) 

フィニッシュ 山下大樹 (早稲田大学 2014 年度入学) 

パトロール 有賀裕亮 (早稲田大学 2014 年度入学) 

齋藤佑樹 (早稲田大学 2015 年度入学) 

HP 作成協力 犬塚眞太郎 (早稲田大学 2013 年度入学) 

 

テレインの写真③ 


