
　日時 　2017 年 11 月 23 日 （木 ・ 祝） 雨天決行 ・ 荒天中止

　場所　 東京大学本郷 ・ 弥生 ・ 浅野キャンパス （東京都文京区）

　主催　 東京大学オリエンテーリングクラブ

         運営責任者 　　　　　　　　　　　　 

　　　　　          　　　　　　　　　　　 

　　　　競技責任者 ・ コース設定者  　 

         コントローラ　　　　　　　　 

　会場　 農学部 1 号館 第 8 教室 （2 階）

　　　　 以下の地図を参考にお越しください。 会場までの誘導はありません。

 競技の公平性を守るため、 農正門からお越しください。

　　　 　女子更衣室は会場とは別に用意します。

新田見優輝　（東京大学 2015 入学）

西田成佑　　 （東京大学 2015 入学）

大田将司　　 （一橋大学 2015 入学）

田中翔大　 　（東京大学 2014 入学）

　交通案内 

❶　東京メトロ南北線 「東大前」 より徒歩 2 分程度

❷　東京メトロ千代田線 「根津」 より徒歩 10 分程度 

❸　東京メトロ丸ノ内線 ・ 都営大江戸線 「本郷三丁目」 より徒歩 15 分程度

※　構内には一般の方が利用できる駐車場はございません。 付近にコインパーキングは

      ございますが、 公共交通機関のご利用を推奨いたします。

本郷スプリント 2017 プログラム

 概要



・ 要項からの変更点は赤字で記してあります。

・ スタート閉鎖直前にスタートすると競技時間より短い

　時間でフィニッシュ閉鎖を迎えます。

　Extra クラスの優勝設定時間の 3 倍の時間が確保さ

　れておりますが、 できるだけ早めにスタートするよう

　お気をつけください。

・ 参加者多数のためトップスタートを 30 分早めていま

　す。 都合が悪くなった方はご連絡ください。

 10 ： 30　開場

 11 ： 30　トップスタート

 15 ： 15　スタート閉鎖

 16 ： 00　フィニッシュ閉鎖

 17 ： 00　会場閉鎖

 タイムテーブル

3.7km (60m)

2.9km (40m)

1.9km (30m)

3.7km (52m)

1.4km (24m)

15 分

15 分

15 分

15 分

5〜15 分

　大都会東京。 喧噪の中に突如として現れる学びの

園。 東京大学本郷 ・ 弥生キャンパスである。 東京大

学の本拠地にして学問 ・ 研究の拠点であ る一方、

赤門 ・ 安田講堂といった歴史的建造物や、 加賀藩

上屋敷の庭園であった三四郎池などを擁することから

観光地としても知られている。

　キャンパスは本郷台地の端部に位置しており、 概

ね西高東低の地形に なっている。 巨大な建物と広

大な道路が敷地の大部分を占めているが、 アーケー

ドを始めとする天蓋や地下通路、 階段などの特徴物

が点在し、 通過可能箇所を判断する力が要求され

る。 広場や三四郎池周辺などの一 部の未舗装の区

間では、 滑りやすい部分も存在するため、 走行には

十分注意されたい。

 テレインプロフィール

 競技概要

　　競技時間　　60 分

　

　　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、 1 秒単位で計時）

 　　SPORTident 社製電子パンチングシステム

 　　タッチフリー方式 （走り抜けフィニッシュ）

　　地図　　「東京大学本郷 ・ 弥生 ・ 浅野キャンパス」

　　　　　　　（東大 OLK　2017 年作成 ・ 修正）

　　　　　　　縮尺 ： 1/4000、 等高線間隔 ： 2m、

 　　 走行可能度 4 段階表記、 A4 版、

　　　　　　　防水加工済み、 JSSOM2007 準拠

  　クラス　　コース距離 （登距離）　　優勝設定時間　

　Long

　Middle  

　Short 

　Extra 

　Beginner

　参加費は当日、 来場時に受付にてお支払いくださ

い。

　当日参加は受け付けますが、 地図枚数および

SIAC の貸し出し数に限りがございますので先着順と

なります。 スタート時刻は事前申込者の後となります

が、 Long クラスは出走者が多いため、 14 ： 30 過ぎ

となりますのでご注意ください。

参加費 

1 本目 （Long、 Middle、 Short）    

1 本目 （Beginner）  　 

2 本目 （Extra）  

東大 OLK ・ 杏友会

※ Beginner 出走者に限り、 2 本目として Extra に代

　 わり Long, Middle, Short を先着順で出走していた 

　 だけます。 その場合も 200 円いただきます。

※受付にてコンパスの貸し出しを行います。 Beginner

　 クラスを除き、 担保として 2000 円お預かりします。

　 返却後に 2000 円はお返しします。 

  

 参加費

1000 円

＋

−

300 円

200 円

200 円



　　会場 → スタート

・ 会場からスタート地区までは青色テープ誘導で徒歩

　5 分です。

・ 会場の出入り口付近及び、 スタート地区までの誘　

　導区間をウォームアップエリアとして利用できます。

　　スタート

・スタート 1 分前枠からスタートフラッグまでは赤色テー

　プで誘導します。

・ 3 分前枠に入る前に SIAC のクリアとチェックを必ず

　行ってください。

・ 2 分前枠でコントロール位置説明表を配布いたしま

　す。

・ Long, Middle, Short においてはスタート時刻になっ

　たら地図をピックアップし、 そのまま競技を開始して

　ください。

・ Extra, Beginner においてはスタート時刻を指定しな

　いため、 地図をピックアップし、 タッチフリースター

　トステーションにパンチしてから競技を開始してくだ　

　さい。

・ 2 本目 （Extra 等） は Long, Middle, Short,

　Beginner 出走後に出走することが可能です。 1 分

　間隔のフリースタート形式です。 役員の指示に従い

　スタートしてく ださい。

 競技の流れ

　全日本スプリントの予習を意識して、日本有数のキャ

ンパススプリントで建物や柵、 植え込みなど、 通行

に制限のある箇所を読み切る読図能力とルートチョイ

スの正確さを求めるコースになっています。 新しくオリ

エンテーリングを始める方 ( ビギナー ) 向けのコース

に関しては基本を習得していれば十分完走， 好タイ

ムが出せるようにコースを設定しました。

 コースプロフィール

　大都会東京。 喧噪の中に突如として現れる学びの

園。 東京大学本郷 ・ 弥生キャンパスである。 東京大

学の本拠地にして学問 ・ 研究の拠点であ る一方、

赤門 ・ 安田講堂といった歴史的建造物や、 加賀藩

上屋敷の庭園であった三四郎池などを擁することから

観光地としても知られている。

　キャンパスは本郷台地の端部に位置しており、 概

ね西高東低の地形に なっている。 巨大な建物と広

大な道路が敷地の大部分を占めているが、 アーケー

ドを始めとする天蓋や地下通路、 階段などの特徴物

が点在し、 通過可能箇所を判断する力が要求され

る。 広場や三四郎池周辺などの一 部の未舗装の区

間では、 滑りやすい部分も存在するため、 走行には

十分注意されたい。

　　フィニッシュ

・ ラストコントロールからフィニッシュまでは緑色ミニカ　

　ラーコーンによりレーンを作成して誘導します。 詳し

　くは練習会当日の公式掲示板をご覧ください。 

・ フィニッシュの判定には無線 SI を使用し、 走り抜け

　ることができます。 フィニッシュとして地面に敷いた　

　アンテナの上部を通過した時刻が記録されますの　

　で、 誘導レーンから外れないようにご注意ください。

・ フィニッシュを途中で通ることがないよう配慮してコー

　スは組まれていますが、万が一競技中にフィニッシュ

　付近を通過し SIAC が反応するとタッチフリー機能が

　終了しますので、 近づかないよう気をつけてくださ

　い。

　　フィニッシュ → 会場

・ 読み取りは会場で行います。 役員の指示に従い会

　場へお戻りください。

・ SIAC や貸しコンパスは読み取り後に回収します。

　レンタルしたものは忘れずに返却してください。

・ SIAC( タッチフリー対応 SI-card) は SI ステーション

　に近づけるとパンチが完了し、 その際に SIAC が光

　と電子音を約 3 秒間発します。 ステ ーションは光と

　音を発しません。 パンチしたときは必ず自分の 

　SIAC の光または音を確認してください。 複数人が

　同時にパンチした際はほかの SIAC から音が聞こえ

　ている場合があるためしっかりと確認してくだ さい。

 SIAC 利用上の注意



　　スタート

・スタート 1 分前枠からスタートフラッグまでは赤色テー

　プで誘導します。

・ 3 分前枠に入る前に SIAC のクリアとチェックを必ず

　行ってください。

・ 2 分前枠でコントロール位置説明表を配布いたしま

　す。

・ Long, Middle, Short においてはスタート時刻になっ

　たら地図をピックアップし、 そのまま競技を開始して

　ください。

・ Extra, Beginner においてはスタート時刻を指定しな

　いため、 地図をピックアップし、 タッチフリースター

　トステーションにパンチしてから競技を開始してくだ　

　さい。

・ 2 本目 （Extra 等） は Long, Middle, Short,

　Beginner 出走後に出走することが可能です。 1 分

　間隔のフリースタート形式です。 役員の指示に従い

　スタートしてく ださい。

・ SIAC をステーションに近づけても光や音を確認でき

　なかった場合は、 SIAC の一部が破損している可能

　性があるため SIAC の先端を SI ステ ーションの穴

　に差し込んでください。 SI ステーションが光と音を

　発すれば、 SIAC に通過の記録が残ります。 光も

　音も確認できなかった場合は、 SIAC か SI ステー

　ションが破損している可能性があるため、 コントロー 

　ルに取り付けられたピンパンチを用いて地図のリ

　ザーブ欄にパンチし てください。 パンチの穴が通

　過証明となります。

・ タッチフリー SI の練習用ステーションを会場前に設

　けます。 タッチフ リー SI を初めて使用する場合は

　スタートする前に練習することを推奨 します。

・ GPS 時計は SIAC と同じ腕に付けないでください。

　GPS 時計のアン テナが SIAC の感度を大きく低下

　させます。

・ SIAC( タッチフリー対応 SI-card) は SI ステーション

　に近づけるとパンチが完了し、 その際に SIAC が光

　と電子音を約 3 秒間発します。 ステ ーションは光と

　音を発しません。 パンチしたときは必ず自分の 

　SIAC の光または音を確認してください。 複数人が

　同時にパンチした際はほかの SIAC から音が聞こえ

　ている場合があるためしっかりと確認してくだ さい。

・ 事前にアンケートに答えていただいた方には参加し

　ていただく部をメールにてお伝えしますので、 そち

　らを参照ください。 アンケートにお答えしていない

　方、 当日参加する方は各部のうち都合の良い時

　間にお越しください。

・ タイムテーブル

　　13 時の部 13:00〜13:55

　　14 時の部 14:00〜14:55

　　15 時の部 15:00〜15:55

※ 55 分間のうち、 始めの 20〜25 分で地図を使った

　　グループレクチャー、 残りの 30〜35 分でコースを

　　回っていただきます。 予定の時間が過ぎても競技

　　時間のうちにフィニッシュすれば問題ありません。

・ 参加される部の開始時間の 30〜15 分ほど前に来

　場し、 受付で参加費を支払い、 コンパス ・ SIAC ・

　地図を受け取ってください。

・ 受付を済ませたのち、 運動がしやすい服装で開始

　時刻に農学部 1 号館の正面出入り口前に集合して

　ください。

 Beginner クラス

・ 地図に表記されていない資材や廃棄物がある可能

　性があります。 通行する際は十分ご注意ください。

・ 本練習会では東京都協会の保険に加入しています

　が、 補償額に限度があります。 ご自身での傷害保

　険へのご加入を推奨いたします。 また、 各自で健

　康保険証の持参を推奨いたします。

・ 競技中の事故等について責任を負いかねます。

・ レンタルした SIAC を紛失 ・ 破損された場合は実費

　をいただきます。

・ 本練習会の成績は Lap Center

　（https://mulka2.com/lapcenter/） に掲載いたしま

　す。 氏名 ・ 所属の掲載を希望されない方は下記連

　絡先までご連絡ください。

 諸注意

・ 金属ピン付きシューズは使用禁止です。

・地図上で 「通過不能な植生」 「通過不能ながけ」 「通

　過不能な壁」「通過不能な柵または手すり」「私有地」

　「耕作地」 などの通過禁止表記されている所は、

　絶対に通過しないでください。

・ 地図には立ち入り禁止区域として示してありますが、

　キャンパス内は工事区域が多くございますので、 十

　分ご注意ください。 現地には立ち入り禁止区域を示

　すテープや目印などはありません。

・ 細い通路などを通行する可能性があります。 学内

　関係者から苦情を受けた例がありました。 競技中は

　走行に十分注意し、 大学構内の教職員、 学生、

　一般の方の活動を最優先とし、 絶対にその妨げと

　ならないようご注意ください。 また、 祝日なのでキャ

　ンパス内は親子連れも多く散策しております。 接

　触事故などがないようご注意ください。



・ 金属ピン付きシューズは使用禁止です。

・地図上で 「通過不能な植生」 「通過不能ながけ」 「通

　過不能な壁」「通過不能な柵または手すり」「私有地」

　「耕作地」 などの通過禁止表記されている所は、

　絶対に通過しないでください。

・ 地図には立ち入り禁止区域として示してありますが、

　キャンパス内は工事区域が多くございますので、 十

　分ご注意ください。 現地には立ち入り禁止区域を示

　すテープや目印などはありません。

・ 細い通路などを通行する可能性があります。 学内

　関係者から苦情を受けた例がありました。 競技中は

　走行に十分注意し、 大学構内の教職員、 学生、

　一般の方の活動を最優先とし、 絶対にその妨げと

　ならないようご注意ください。 また、 祝日なのでキャ

　ンパス内は親子連れも多く散策しております。 接

　触事故などがないようご注意ください。

　問い合わせ

ご不明な点 ・ 質問などございましたら下記連絡先まで

お尋ねください。

　　

運営責任者　新田見優輝　

  utolk38◆gmail.com （◆→＠）

当日緊急の際は

070-4415-0004 （新田見携帯） へご連絡ください。

 お問い合わせ


