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第３回 千葉大 OLC 杯プログラム 

    

大会マスコットキャラクター：チバミちゃん 

（作：三枝 愛  【千葉大学 2011 年度入学】） 

開催日：2011 年 9 月 11 日(日)  雤天決行・荒天中止 

開催地：千葉大学西千葉キャンパス 

主催：千葉大学体育会オリエンテーリング部(千葉大 OLC) 

後援：京葉オリエンテーリングクラブ 

    山川 克則(YMO エンタープライズ) 

大会ＨＰ：http://chibaolc.cocolog-nifty.com/ 
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大会実行委員長挨拶 

第 3 回千葉大 OLC 杯実行委員長 瀧澤 開 

 

第３回千葉大 OLC 杯へのご参加、誠にありがとうございます。 

 今回は３年ぶりの大会ということもあり、準備等戸惑うことも多々ありましたが、部員一

同一丸となってこうして無事に開催することが出来ました。 

 今回使用するマップは 10 年ぶりにリメイクされた千葉大学西千葉キャンパスです。是非

楽しんで頂きたいと思います。 

最後になりますが、本大会の開催にあたり後援としてご協力を頂きました京葉オリエンテ

ーリングクラブの方々、山川 克則様、また多大なるご協賛、ご協力を頂きました関係各位に、

心よりお礼を申し上げます。 

2011 年９月 

 

 競技に関する情報 

【競技規則】          日本オリエンテーリング協会の定める「日本オリエンテーリング競技規則」準拠 

【競技種別】          個人またはグループによるポイントオリエンテーリング     

【大会実行委員長】         瀧澤 開  (千葉大学 2009 年度入学) 

【運営責任者】           翁長 翔平 (千葉大学 2008 年度入学) 

【競技責任者・コース設定者】    多比羅 大 (千葉大学 2009 年度入学) 

【地図作製者・大会コントローラー】 加賀谷 駿 (千葉大学 2008 年度入学) 

【コントロール位置説明】      IOF 記号使用(JSSOM 2007 に準拠)  

グループ・初心者クラスは日本語を併記 

【コントロールの通過証明】     EMIT 社製電子パンチングシステムを使用。 

コントロールは各クラスで指定された順に回ってください。 

【パンチ台の見本】         本部付近に展示する予定です。 

【公式掲示板】           本部前の公式掲示板を必ずご覧ください。新しい情報を随時掲示します。 

【地図】              「千葉大学西千葉キャンパス」(New マップ)    

縮尺：1:4000   等高線間隐：2ｍ   Ａ4 判   走行度 5 段階表示  

プリンター出力    ビニール袋(0.08mm)密封済。 

 

【テレインプロフィール】 

テレイン内は多くの建物と舗装路から構成されており、アップダウンはほとんど存在しない。 

公園のような広いオープンもなく、他の大学に比べても建物一つ一つが小さいため、街中のオ

リエンに近いものがある。 

南北にははっきりとした道が通っているが、東西方向にはあまり道が無く、建物の間を通過し

なければならない箇所がある。 

建物の間は通過可能な場所が読み取りづらく、冷静な地図読みと高いナビゲーション能力が問

われる。 
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また、建物には下をくぐり抜けられるものがあり、地図上には薄い灰色で示してある。 

【コース情報】 

地図上の特殊記号 

[539] ○(黒) 街灯 

[540] ×(黒) 人工特徴物 

石碑・石でできた椅子等は地図判読の都合上，岩として捉えている。 

 

建物の下を通り抜けることができる箇所がいくつかありますが、地図上の薄い灰色[526.2] 

以外の建物の下に入ることを禁止します。 

建物下の廊下は安全の都合上、横断(下図中の○)のみとし、廊下上(図中の×)を走らないよう

にして下さい。付近に係員を配置する予定です。 

 

 

 コース概要 

クラス 距離 優勝設定時間 

Long 3020m 16 分 

Middle 2180m 12 分 

Short 1650m 12 分 

Group 

初心者 

 

1120m 

 

20 分 

 

一部クラスではコースの途中でスペクテーターズ区間がございます。 

ゴールした後も応援、観戦をしながらお楽しみいただけます。 
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 周辺情報・交通 

・当日は電車等の公共交通機関をご利用下さい(車でのご来場はご遠慮ください)。 

・交通機関案内 

○JR 総武線(各駅停車)西千葉駅北口より会場まで徒歩約７分 ※緑テープにて誘導 

○京成千葉線みどり台駅より会場まで徒歩約８分 ※緑テープにて誘導 

 

※注意※ 

・キャンパスへの入場は正門に限らせていただきます。 

・南門(西千葉駅北口前の門)や北門からの入場は競技エ 

リアを通過することになりますので使用禁止です。 

・当日はテープ誘導(緑色)がございますので誘導に従っ 

て会場までお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大会スケジュール 

9：00 受付開始 

10：00 トップスタート 

11：00 受付締切 

11：30 スタート閉鎖 

12：30 ゴール閉鎖・地図販売開始 

以降、順位が確定したクラスから、表彰を開始致します。 

 

 受付 

○事前申し込みの方 

・スタート時刻を確認の上ご来場ください。 

・受付にて参加代金と引き換えにコントロール位置説明、レンタル E-card(レンタル申し込 

 みされた方のみ)、バックアップラベルをお渡し致します。 

○当日申し込みの方 
・申込みは受付にて行います(受付時間は 9：00～11：00 です)。 
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・参加代金と引き換えにコントロール位置説明、バックアップラベルをお渡し致します。 

・受付で申込書に必要事項を記入して、参加費をご用意ください。 

(一般：1,200 円、高校生以下・Group(1 人当たり)・初心者クラス 700 円) 

・マイＥ-card は利用できません。 

・地図が無くなり次第終了とさせていただきますのでご了承ください。 

・受付の際に、スタート時刻の指定を受けてください。 

・事前申込の欠席者の代走は可能です。受付にて代走の申請をしてください。 

 

○オリエンテーリング初心者の方 

 ・オリエンテーリングを未経験の方、及び経験の浅い方は、競技説明を行います。希望され 

る方は、受付の際にお気軽にお申し込みください。 

 

○コンパス貸し出し 

・コンパスのレンタルを希望される方はお申し出ください。 

・尚、レンタルの際には保証金として 1,500 円お預かりいたしますが、この保証金はコン 

 パス返却の際にお返し致します。但し、紛失・破損された場合は保証金を返却出来ません。 

 

 施設情報 

・会場は千葉大学大学会館 3 階です。３階の一部フロア内に他団体が使用している部屋が 

ありますのでご注意ください。 

・男性の更衣室は設けておりません。会場である第１会議室をご利用ください。 

・女性の控え室兼更衣室は和室１・２をご利用ください。 

・トイレは大学会館３階のトイレをご利用ください。 

・大学内にゴミ箱等はございますが、出されましたゴミは必ずお持ち帰りください。 

・コンビニ等の商店、自動販売機はキャンパス周辺に多数ございます。 

・本部付近に公式掲示板を設けます。プログラムの変更点、レースの成績等の情報を掲示致し 

 ますので、必ずご確認ください。 

・大学構内は禁煙です。火器等の使用は厳禁です。また、会場内での飲食は禁止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場レイアウト図 
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 スタート 

・スタートする前に必ず E-card のアクティベートを行ってください。 

・スタート地区の時計は現在時刻を表示しています。 

・E-card に問題があった場合は係員にお申し出ください。予備をお渡し致します。 

・会場からスタートエリアまで 50m(徒歩１分)で青色テープ誘導があります。 

・スタート時刻は 10：00～11：30 です。それ以降の出走はできません。 

・スタート時刻の３分前になったらスタート枞にお入りください。 

その後１分ごとに次の枞へお進みください。 

・スタート１分前に E-card の番号確認を行います。 

・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はめてください。 

・スタート時刻になりましたらブザーが鳴りますので、地図を取り、出走してください。 

 

※スタート時刻に遅刻した場合 

・遅刻枞からのスタートとなりますので、係員にお申し出ください。 

・但し、競技所要時間は予め指定されたスタート時刻から起算して算出されます。 

 

★スタートレイアウト図★ 

 

↑スタートフラッグへ 

1 分前 
遅 

刻 

枞 

Middle、Short 

初心者・グループ 

Long 

2 分前   

3 分前   

 

 競技 

・E-card を所持していない選手は出走できません。 

・スタート枞からスタートポストまで赤色テープにて誘導致します。 

・大学キャンパス内ですので、学生他一般の方に接触しないよう十分注意して走行するように 

 お願い致します。 

・競技中の給水はございません。 

・立ち入り禁止区域には絶対に立ち入らないようにお願い致します。 

 万が一立ち入りが発覚した際は競技失格となります。 

・大会当日は、大学構内で学会が開かれます。そのため大勢の方の来校が予想されますので、 

 競技の際は十分にご注意ください。尚、競技中は学会会場周辺を立ち入り禁止とします。 

・スパイク付きシューズの使用は禁止します。  
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 フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤色テープにて誘導致します。 

・ゴール方法はパンチングフィニッシュです。ゴール閉鎖は 12：30 ですので、すべてのポ

ストをパンチし終わらなかった場合でも、時間までにはフィニッシュを通過するようお願い

します。 

・途中棄権される場合でも、フィニッシュは必ず通過してください。 

・E -card は会場で読み取りますので、フィニッシュ後は会場までお戻りください。 

・レンタル E -card の方は会場での読み取り後に回収します。 

・地図の回収は行いませんので、未出走者に地図を見せない様お願い致します。 

・フィニッシュでは調査依頼、申告等を受付け出来ません。会場本部へお申し出ください。 

 

 成績発表・表彰 

・表彰式は 12：30 以降、順位が確定したクラスより開始致します。 

・公式掲示板においてレース結果を掲示致します。 

・Long、Middle、Short は男女別に上位 3 名ずつ表彰致します。 

・大会結果は後日 Lap Center に掲載致します。 

 

 地図販売 

・受付にて、12：30 より地図販売を行います。 

・コース地図各２００円、全ポスト図３００円です。白図は販売致しません。 

 

 諸注意 

・本プログラムに記載された情報は、予告なく変更される場合があります。 

変更された場合は、大会ホームページ、もしくは大会当日の公式掲示板でお知らせします。 

・競技中の参加者の事故については、当該競技者の責任とします。  

事故に係わる補償等についても競技者自身が行ってください。  

・ウォーミングアップエリアをスタート地区周辺に設けます。 

競技エリアが至近なのでエリア外でのウォーミングアップは行わないようにしてください。 

・主催者側で救急箱を用意します。すり傷等の負傷者は申し出てください。  

・参加者より持ち込まれたごみは必ずお持ち帰りください。  

・荷物管理は各自の責任で行ってください。運営者は盗難の責を負いません。 

・荒天等により中止の場合は、当日午前7時までに大会ＨＰにてお知らせ致します。  

・スポーツ傷害保険は主催者側でも加入しますが、万一に備え保険証など各自で 

十分な備えをしてください。  

・レンタルE-cardを紛失・破損された場合は、実費をお支払いいただきます。  
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 備考 

○お問い合わせ 

・E-メール：chiba.olc.2011■gmail.com (■→＠)  

・電話：080-1069-2558 (瀧澤 開) 

※大会当日は電話での対応に限らせていただきます。 

 

以上 

２０１１年９月２日 


