
東大 OLK 夏場所一日目（プログラム） 

～関東パーク O ツアー2019 in 水元公園～ 

 

●概要 

日時：2019 年 7 月 27 日（土） 雨天決行・荒天中止 

開催地：水元公園（東京都葛飾区） 

主催：東京大学オリエンテーリングクラブ 

運営責任者  伊藤元春（東京大学２年） 

コース設定者  小林尚暉（東京大学２年） 

イベントアドバイザー 根本夏林（東京大学３年） 

会場：水元地区センター 和室 

〒125-0032 東京都葛飾区水元 3-13-22 

水元地区センターの和室はあまり広くありません。一度に大量の参加者が館内に入

ることのないようにお願いします。 

あまり広くはありませんが女子更衣室も用意します。 

 

●アクセス 

〇電車 

・JR 常磐線各駅停車「金町駅」から 2.0km（徒歩約 25 分） 

・つくばエクスプレス「八潮駅」から 4.1km（徒歩約 55 分） 

〇バス 

・JR 金町駅南口 4 番のりばから京成バス金 61（「八潮駅南口」行、又は「戸ヶ崎操車場」

行）に乗り、「水元中学校」で下車し徒歩 3 分 

・JR 金町駅北口のりばから京成バス金 62（「西水元三丁目」行、又は「大場川水門」行）

に乗り、「水元三丁目」で下車し徒歩 3 分 

・つくばエクスプレス八潮駅南口 1 番のりばから京成バス金 61（「金町駅」行）に乗り、

「水元中学校」で下車し徒歩 3 分 

※車を止める場所は用意しておりません。公共交通機関をご利用ください。 



 

 

●タイムスケジュール 

10:00 受付開始 

11:00 トップスタート 

14:30 スタート閉鎖 

15:30 フィニッシュ閉鎖 

16:30 会場閉鎖 

 

●競技情報 

〇競技形式 

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） 

SPORTident 社製電子パンチングシステム タッチフリー方式（SIAC）を使用 

〇使用地図 

「水元公園 2019」（筑波大学オリエンテーリング部作成 2019 年修正） 



縮尺 1：5000 等高線間隔 2m 

〇競技クラス（要項と変更があります。） 

クラス 距離（実走） 登距離 優勝設定 

L 4.0km 10m 18 分 

S 2.3km 5m 12 分 

Extra 4.4km 10m 17 分 

Extra は L,S とは使用範囲が大きく異なるので、おすすめです。当日の追加出走の申し込

みを受け付けているので奮ってご参加ください。 

※L,S クラスは関東パーク O ツアー対象となります。 

〇給水 

競技中給水は設置しませんが、公園内の水飲み場の使用は妨げません。 

〇記号に関する注意 

・現地では水飲み場であるコントロールのコントロール位置説明記号として 3.9「井戸」

を使用しているコントロールが存在します。 

・現地ではベンチであるコントロールのコントロール位置説明記号として 6.1「特殊な特

徴物」を使用しているコントロールが存在します。 

・現地では電灯であるコントロールのコントロール位置説明記号として 6.2「特殊な特徴

物」を使用しているコントロールが存在します。 

 

〇表彰 

表彰はありません。予めご了承ください。 

〇代走 

代走は可能です。代走をする旨を受付で申し出た上でご出走ください。 

 

●競技の流れ 

〇会場 

受付でレンタル SIAC を受け取ってください。なお、参加費に不備のある方は参加費



と交換の上 SIAC をお渡しします。希望者にはコンパスの貸し出しも行います。会場と

スタート地区に、クリアステーション、チェックステーション、テスト用のステーショ

ンを設置します。 

マイ SIAC を忘れた際は受付にその旨を申し出てください。レンタルに変更します。

また、300 円のお支払いをお願いします。 

当日申込の方は受付に来てください。その際、氏名、所属、性別、生年月日、SIAC

レンタルの有無、レンタルしない場合はカード番号、を申し出て下さい。 

当日追加出走をしたくなった際は受付にその旨を申し出てください。また、300 円の

お支払いをお願いします。 

〇会場～スタート地区 

 地図誘導（1.3km 17 分）＋青テープ誘導（0.2km ３分）です。 

〇スタート 

・3 分前枠 役員の指示に従ってクリア、チェック、テスト、SIAC の番号チェックを行

います。 

・2 分前枠 コントロール位置説明を配布します。 

・1 分前枠 自分のクラスの地図を受け取ってください。 

・スタート 出走の合図とともにスタートし、スタートステーションにパンチ（タッチ

フリー）した後に地図を開いてください。 

〇競技中 

競技中の誘導は赤テープです。 

〇フィニッシュ 

パンチングフィニッシュです。フィニッシュ閉鎖時刻を必ず守るようにお願いしま

す。 

〇フィニッシュ～会場 

 紫テープ誘導（0.2km 3 分）+地図誘導（1.3km 17 分）です。 

〇計算センター 

 フィニッシュ地区（雨天時は会場）にある計算センターにて読み取りをお願いしま

す。会場に計算センターを設置する場合は読み取り前に誤ってクリアをしないようにお

気を付けください。こちらも、誤ってクリアをしてしまいかねない位置にクリアのステ

ーションを設置しないように注意します。 

〇Extra 

 Extra のスタートは L,S のスタート地区と同じ場所にあります。スタートフラッグが L,S

と異なるのでご注意ください。また、Extra はフリースタート方式です。譲り合ってスタ

ートしてください。 

 



●参加登録 

〇参加費 

・OLK，杏友会：￥800 

・その他の方：￥1,000 

・レンタル SIAC：￥300 

・追加出走：\300 

・当日申込：\300 

〇参加申込 

事前申込は締め切らせて頂きました。当日申込がありますが、数には限りがありま

す。また事前申込の参加者の出走が済んだ後の出走となります。予めご了承ください。 

 

●SIAC 使用時の注意事項 

〇SI カードの加工・紛失 

レンタル SIAC への加工、書き込み等は認められません。レンタル SIAC には指に固

定するためのベルトが付属していますが、紛失防止の目的でさらにゴムひもを取り付け

ることを認めます。（ゴムひもは各自で用意してください。）レンタル SI カードを破損又

は紛失した場合は実費を頂きます。競技中の SI カード破損又は紛失によりデータの読み

取りが不可能となった場合、記録は失格となります。 

  

〇スタート枠に入るまで 

スタート枠に入る前に、SIAC の先端をクリアステーションの穴に差し込み、続いて

チェックステーションに差し込みます。パンチされた場合にはピッ！という電子音が鳴

り、SI ステーションの赤いランプが点灯します。この操作により SIAC のコントロール

通過記録がリセットされ、さらにタッチフリーでのパンチが可能な状態になります。

SIAC が ON になっている状態では、SIAC の先端にある非常小さな緑色の LED が 10

秒に 1 回光るので、確認してください。 

 

〇スタート 

今練習会ではタッチフリーでのパンチにより計時を開始します。この方式では役員の

合図によりスタートステーションにタッチフリーでのパンチを行い、SIAC が反応した

瞬間計時が開始します。計時が開始されたことが確認できてから地図を開いて競技を開

始してください。 

 

〇パンチ方法 



競技中、SIAC をステーションに近づければ 0.06 秒以内にパンチが完了し、SIAC が

光と音を約 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 の音か光を確認してください。 

 

〇ミスパンチについて 

途中で間違ったコントロールのパンチが記録されていても正しい順番で回ったことが

確認できれば完走と認めます。したがって、間違ったコントロールでパンチした場合で

もそのまま正しいコントロールに行ってパンチすればよいです。 

【例 1】7→8→9 と行くべきところ、8 を飛ばして 9 をパンチした（7→9）場合 

⇒8に戻ってパンチし、再び 9 をパンチする。 

【例 2】7 の次に 8 に行くべきところを他のクラスのコントロール X でパンチした場

合⇒8に行ってパンチし、9 へ向かう。 

 

〇パンチが確認できなかった場合 

SIAC を SI ステーションに十分近づけても電子音も光も出ない場合は、SIAC の先端

をステーションの穴に差し込んでください。差し込んでから数秒待っても電子音も光も

出ない場合は SI ステーションが故障している可能性があります。その場合は、コントロ

ールに設置されているピンパンチを使用して地図の余白にパンチをしてください。ピン

パンチによるパンチがない場合には当該コントロールの通過は認められず、失格となり

ます。 

 

〇フィニッシュ 

今練習会ではパンチングフィニッシュにより計時を終了します。フィニッシュでは

SIAC をステーションに近付けるだけでは通過記録は残らず、SIAC の先端をステーショ

ンの穴に差し込む必要があります。SIAC はフィニッシュを通過するとタッチフリーでの

パンチが可能な状態が終了します。競技途中でフィニッシュの近くは絶対に通らないで

ください。 

 

〇SIAC と GPS 時計 

GPS 時計のアンテナが SIAC の感度を大きく低下させるので、SIAC と GPS 時計は同

じ腕に取り付けないでください。 

 

●諸注意 

・ピン付きシューズの使用は禁止です。ご注意ください。 

・会場はあまり広くありません。一度に大量の参加者が館内に入ることのないようにし、



他の会館利用者の方の迷惑にならないようにご利用ください。 

・会場は綺麗に使用しましょう。泥を持ち込まない、会館内の飲食の際は気を付けるな

ど、綺麗に使用するよう努めましょう。 

・一般の公園利用者の方が多くいらっしゃいます。競技中は十分に注意して走行して下さ 

い。 

・当日、気温が高くなることが考えられます。熱中症にはお気をつけ下さい。 

・競技中は、植え込みや花壇に立ち入らないで下さい。 

・公序良俗に反する行為および練習会運営への妨害とみなされる行為があった場合、本練 

習会への出場を停止、又は失格とすることがあります。 

・本練習会は保険に加入しておりますが、熱中症には適応されませんのでご注意下さい。

また補償額には限度がございますの で、必要に応じて各自で保険に加入されることを推

奨します。 

・参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損害について、主催者はその責任を負いかね 

ます。 

・当日スタート前に公式掲示板をご確認下さい。 

・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お持ち帰り下さい。 

・忘れ物の保管期限は 1 週間です。心当たりのある方は下記の連絡先までお願いします。 

 

●お問い合わせ先 

ご不明な点・ご質問などがございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。 

東京大学オリエンテーリングクラブ 

伊藤元春（東京大学２年） 

メールアドレス：itopoke635★gmail.com （★→＠） 


