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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副部長 

第 2 回東京理科大学オリエンテーリング大会実行委員長 

澤村健司 

 

この度は第 2 回東京理科大学大会にお申し込みいただき誠にありがとうございます。

2015 年 12 月 5 日の第 1 回大会に引き続き、本大会を開催できることを東京理科大学オリ

エンテーリングクラブ部員一同、非常に嬉しく思っております。また、開催にあたって、調

査や渉外、コース設定など多岐にわたってサポートして頂いた早大 OC の方々に感謝申し

上げます。 

 

現在、東京理科大学オリエンテーリングクラブは、復活後 4 年目であり、部員は 10 名 (5

月 7 日現在。もっと増えるかも！) となっています。部長の坂野を中心に、クラブとしての

まとまりも日毎に増しています。また、今年度は待望の 1 年生や女子が入部し、勢いはさら

に加速する予感です。今後とも東京理科大学の動向に是非ご注目お願い致します。 

 

最後に、要項等で告知していた北部への拡大部分が、渉外上の問題により本大会では使用

できなくなってしまったことを深くお詫び申し上げます。競技は既存の範囲で行うことに

はなってしまいますが、皆様に満足して頂けるよう、運営者一同全力を尽くします。 

それでは、当日に会場でお会いしましょう。 
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【大会概要】 
正式名称 第 2 回東京理科大学オリエンテーリング大会 

開催日  2017 年 5 月 14 日(日) 雨天決行、荒天中止 

会場  富田協同館 千葉県山武市富田 1752 

場所  千葉県山武市「両総用水」 

主催  東京理科大学オリエンテーリングクラブ 

主管  第 2 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  早稲田大学オリエンテーリングクラブ 

NishiPRO (Japan-O-entrY) 

大会役員 実行委員長  澤村健司 (東京理科大学 2014 年度入学) 

競技責任者  澤口弘樹 (早稲田大学 2013 年度入学) 

運営責任者  坂野翔哉 (東京理科大学 2014 年度入学) 

大会 HP  http://rikadai.yamagomori.com/2nd/index.html 

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】 
9:30 開場時刻 

10:30 トップスタート 

12:00 当日申込受付終了 

12:30 スタート閉鎖 

14:00 フィニッシュ閉鎖・表彰式 

15:00 会場閉鎖  

http://rikadai.yamagomori.com/2nd/index.html
mailto:tus.orienteering@gmail.com
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【交通案内】 
・公共交通機関でお越しの方 

JR 総武本線「成東駅」より徒歩 20 分です。下の図を参考にお越しください。誘導はござい

ません。 

 

・自家用車でお越しの方 

５台程度でしたら会場の富田協同館へ停められます。自転車、バイク等もこちらに停められ

ます。会場駐車場満車となって以降にお越しの自家用車は山武市役所駐車場を慎ましくお

借りして、会場までお越しください。 

 

（open orienteering map)  

 

 

 

 

  

圏央道 

山武成東 IC 

JR 総武本線 

成東駅 

会場 

富田協同館 

山武市役所駐車場 
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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 

通過証明 EMIT 社製電子パンチングシステム 

使用地図 早大 OC 作成「両総用水」 

(2017 年 5 月修正) 

作図責任者 西村直哉・齋藤佑樹 

  縮尺  1:15,000（Fresh のみ 1:10,000） 

  等高線間隔 5.0m 

  日本オリエンテーリング地図図式規定(JSOM2007)準拠 

  コントロール位置説明仕様(JSCD2008)準拠 

配布地図 大きさ  A4 縦（Fresh 以外の 1:15,000） 

    A4 横（Fresh のみの 1:10,000） 

  耐水性  透明ビニール袋に封入済 

特殊記号 黒の✕ 人工特徴物 

黒の◯ 炭焼き窯跡 ：消えました 

茶色の✕ 小さなコブと小凹地の複合体 

クラス 

クラス 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間 

Long 7.4 310 60 分 

Middle 6.1 210 50 分 

Short 3.3 130 40 分 

Fresh 1.8 50 30 分 

給水  Long と Middle のコース中、約 50%に 1 ヶ所あります。 

 

お詫び 

北側へ拡大と銘打ったイベントでしたが、今大会では拡大範囲の土地所有者への渉外が

間に合わず、たけのこの採れる季節ということもあり、コースへの使用はできませんでし

た。ご期待に添えず申し訳ありません。 

拡大範囲は今後の早大 OC イベントでの使用をお待ち下さい。今大会では既存範囲を調

査修正し、めいっぱい堪能できるコースとなっておりますのでご了承下さい。 

 

  



6 

 

【会場案内】 
 

受付  当日申込の受付時間は 9:30～12:00 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 当日参加 E-card レンタル 大学旗寄付 

Long 

2000 円 
300 円 

一口 1000 円 

(※) 

Middle 

Short 

Fresh 500 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。配布用位置説明表はスタート枠にあります。 

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 番号変更もこちらでお願いします。 

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 9,000

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 3,000 円を頂きます。数に限りがご

ざいます。 

地図販売 各自の競技終了後に各コース図を 400 円で販売いたします。事

前申込の方へも競技終了後にお渡しします。未出走者への競技情

報の伝達はお控え下さい。 

表彰式  表彰式は 14:00 から開始予定です。各クラス上位 3 名と女性 1

位を表彰いたします。 

公式掲示板  会場内に公式掲示板を掲示いたします。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  Google Form にてアンケートを行う予定です。ご協力をお願い

します。 

トイレ  会場に男女別各 1 室トイレがありますが、事前に済ませてくる

ことを推奨します。 

女子更衣室  玄関入って右手和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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【競技の流れ】 
ウォーミングアップエリア スタート地区までの区間で行って下さい。 

会場からスタート地区まで テープ誘導はありません。会場で配布する地図に従って

ください。徒歩約 10 分です。 

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。僅かな遅刻でしたら

出走者の合間を利用して各自スタートユニットをパン

チしてスタートして下さい。リフトアップスタートです。 

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、1 分ごとに枠を 1 つお進みください。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

分前枠で地図を各自でお取り頂き、指定時刻にスタート

してください。 

競技時間  競技時間は全クラス 120 分です。スタート地区閉鎖は

12:30、フィニッシュ地区閉鎖時刻は 14:00 です。当日

参加枠の終盤は競技時間を確保できませんがご了承下

さい。 

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。フィニッシュにて配布する地

図に従ってください。地図に会場の記載があるので各自

移動して下さい。会場まで徒歩約 10 分です。 

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。レンタル

E-card の返却もこちらで行います。 

アフターメニュー フィニッシュ閉鎖まではスタートユニットを用意して

おります。フィニッシュ閉鎖時刻まで自由にコースを再

走、販売地図の購入によって別コースを走ることができ

ます。再入山者の把握のため、必ず会場にて再入山者名

簿に名前の記入と帰還確認記入を行って下さい。 

 

地図回収は行いません。未出走者へ地図を見せること、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。 
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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を禁止します。 

 

【大会に関する注意】 

・大会当日の朝 7 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】 

・事前申し込み参加者の参加費振込は Japan-O-entrY にて 5 月 8 日中まで受け付けます

が、振込が確認できなかった場合は申込キャンセルとさせていただきます。キャンセルの

場合は当日お越しいただいても当日参加の扱いとなりますのでご了承下さい。 

・いちごのお土産や、上位者賞品にいちごを検討しておりましたが、春が暖かかったことも

あり農家さんの生産が終わってしまいました。別の農家さんを当たってみるか、いちごジ

ャムなどの加工品を検討しておりますが、お土産希望調査の事前申し込みについてはご

用意できませんでした。ご了承下さい。 

・理科大大会と銘打ってしまいましたが、実態は早大 OC の春の公開練習会です。なにとぞ

省力運営にご協力下さい。 

・大学旗作成へのご寄付をいただき、誠にありがとうございます。今大会の利益次第ですが、

作成の目処が付きました。返礼品の理科大キャンパスマップは第 1 回理科大大会の Long

コース図、しろやまこマップは第 37 回早大 OC 大会の全コントロール図、地図作成マニ

ュアルは坂野が 2016 年 2 月に作成し 2017 年 4 月に更新した最新版になります。 
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【大会役員】 
実行委員長  澤村健司 (東京理科大学 2014 年度入学) 

競技責任者  澤口弘樹 (早稲田大学 2013 年度入学) 

コース設定者  澤口弘樹 

   西村直哉 (早稲田大学 2016 年度入学) 

   齋藤佑樹 (早稲田大学 2015 年度入学) 

運営責任者  坂野翔哉 (東京理科大学 2014 年度入学) 

渉外担当  西村直哉 

スタート  関塚大誠 (東京理科大学 2015 年度入学) 

計算センター  齋藤佑樹  

会場・会計  渡邊俊祐 (東京理科大学 2015 年度入学) 


