
 開催日  2018年11月10日（土）  雨天決行・荒天中止 

 開催地  長野県茅野市北山 

 会場   北八ヶ岳ロープウェイ センターハウスレストラン 

 主催   KOLC（以下の7大学から構成） 

     慶應義塾大学    相模女子大学 

     横浜国立大学    横浜市立大学   

     北里大学     関東学院大学 

     フェリス女学院大学 

  

概要 

第8回KOLC大会 
ご挨拶  役員   

  実行委員長  上村太城  （慶應義塾大学 2016年度入学） 

運営責任者  大田雄哉  （慶應義塾大学 2016年度入学） 

競技責任者  清水俊祐  （慶應義塾大学 2016年度入学） 

調査責任者・コースプランナー  

    西下遼介  (慶應義塾大学 2016年度入学) 

渉外責任者  中村直暉  （横浜国立大学 2016年度入学） 

JOAイベントアドバイザー    

    宇井 賢   （埼玉県オリエンテーリング協会） 

後援 

  茅野市       日本学生オリエンテーリング連盟 

  茅野市教育委員会    関東学生オリエンテーリング連盟 

  茅野商工会議所     長野県オリエンテーリング協会 

  茅野市オリエンテーリング協会 

協賛 

  株式会社ニチレイ     株式会社渡辺製麺 

  長野県寒天水産加工業協同組合 山髙味噌株式会社 

 

 この度は本要項をご覧いただき、ありがとうございます。前回の『筏場國有林』での

大会より半年の時を経て、我々KOLCは長野県茅野市の『茅野市千駄刈の森』にて大

会を開催する運びとなりました。KOLCとしては初の試みとなるJOAの公認大会カテゴ

リA指定の大会であり、全日本大会を目指す方にとっては格好の機会となるでしょう。

今回の使用テレインは2014年度のクラブカップ7人リレーで使用された『茅野市千駄

刈の森』です。植生良好かつ片斜面、さらにテレイン全体が標高1600mを超える高地

であることも相まって、普段と一味違ったオリエンテーリングを味わえるテレインで

す。また、翌日に開催される第39回早大OC大会とコラボし、早慶2daysと題して、ほ

かの大会では提供し得ない様々な企画を用意しています。最後に、公認大会開催に

向け協力いただいたJOA、ご理解・ ご協力をいただいた地元自治体及び、様々な面

で本大会にご支援いただいた茅野市オリエンテーリング協会の長谷川氏をはじめと

する皆様に厚く御礼を申し上げ，挨拶とさせていただきます。 

         第８回KOLC大会実行委員長 上村太城 

JOA公認カテゴリA 
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  競技形式 個人によるポイントオリエンテーリング競技（ミドルディスタンス競技） 

    EMIT社製 電子パンチングシステム採用 

  使用地図 『茅野市千駄刈の森』 （JSOM2007準拠） 

    長野県オリエンテーリング協会所有 

    2014年YMOE社作成  2018年KOLC修正 

    縮尺：     1：10,000 (A4サイズ) 

    等高線間隔：    5m 

    走行可能度：    4段階表示 

   競技規則 

    本大会の競技は、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」に基づきます。 

 

 
  2014年のクラブ7人リレーで使用された『茅野市 千駄刈の森』を修正調査します。 

  本テレインは北八ヶ岳の西側斜面に位置し、その標高は日本最高レベルの1600～

 1800mです。テレインは亜高山帯に含まれ、夏でも数十メートル先を見通せる森が広

 がっています。それゆえここでは、標高の低い森では体験することのできないような

 幻想的な景観の中を走れます。一方で、地形的特徴に乏しく、ナヴィゲーション技術

 が要求されるとともに、多くの岩が下草に隠れ、走行可能度が低いことも難易度の上

 昇に拍車をかけるでしょう。 

   また標高が高いため空気が薄く、高い持久力も要求されるテレインとなっています。 

立ち入り禁止区域 

競技に関する注意事項 

・本大会で用いるテレインは標高約1800mに位置しています。通常の大会と異なる 

 環境下でのレースとなります。 

 各自での防寒対策、体調管理の徹底をよろしくお願いします。 

 

・テレインの特性上、けが防止のためのレガース(すね当て)着用 および、 

 テーピングの利用を強く推奨します。 

 

  ・本大会ではトレーニングコースは設定いたしません。 

競技情報 

本大会開催日まで本大会に参加を予定している方の下記のエリアへのオリエンテーリ

ング目的での立ち入りを禁止します。（但し国道299号線の通行及び北八ヶ岳ロープ

ウェイの利用は妨げません） 

テレインプロフィール 



 

 

会場    北八ヶ岳ロープウェイ センターハウスレストラン 

住所  〒３９１－０３０１ 長野県茅野市北山4035-2541 

   （ウェブサイト：http://kitayatu.jp） 

◎自家用車でお越しの場合  

 中央自動車道 『諏訪IC』 より40分～50分 （約25km) 

◎都心発着大会専用バスをご利用予定だった方へ 

 ご利用状況を鑑みて廃止いたしました。公共交通をご利用ください。 

◎公共交通をご利用の場合 

 〇JR中央本線 『茅野駅』 よりバスご利用で約50分 （運賃は1250円） 

 ☆重要☆ 

  アルピコ交通運行、北八ヶ岳ロープウェイ線（茅野駅～蓼科高原～北八ヶ岳ロー

 プウェイ）は8月31日現在、11月7日以降のダイヤが未定です。アルピコ交通様に確

 認したところ、10月下旬ごろに11月7日以降のダイヤが発表されるとのことで、現時

 点では我々大会運営側では適切な時刻に定期バスが運行されるか判断がつかない

 状況となっております。適切な時刻に定期バスが運行されない場合、以下の時刻で

 大会専用 バスを設定いたします。運賃は1250円ですが、予告なく変更される場合が

 あります。 

 茅野駅前 10：00→北八ヶ岳ロープウェイ10：50 
  

 〇中央道高速バスご利用でバスタ新宿より約2時間30分 （運賃は2700円) 

 ☆重要☆ 

 ・中央道富士見バス停より、大会会場へ無料の送迎バンを運行いたします。 

 ・送迎バンは、バスタ新宿7：25発・中央道富士見バス停10：00着の京王バス運行の 

 新宿諏訪岡谷線3801便にのみ接続いたします。 

 ・バスの予約は高速バスドットコム様が便利です。どうぞご利用ください。 

 ・当該の路線のご予約はご利用日の一月前から可能です。 

 ・バス単独の遅延に対して対応は行いませんので予めご了承ください。 

アクセス 



 

アクセス 

      新宿駅 

JR茅野駅 

『新宿駅』よりJR中央本線 

特急スーパーあずさで約2時間 

『バスタ新宿』より 

京王バス新宿諏訪岡谷線 

約2時間半 

    KOLC大会会場  

   北八ヶ岳ロープウェイ 

アルピコ交通 

北八ヶ岳ロープウェイ線 

または 

大会専用バス 

約50分(1250円) 

諏訪IC 

中央自動車道 

諏訪ICより25㎞ 

約40分 

スケジュール 

開場、受付開始    10：00 

トップスタート     11：30 

ゴール閉鎖     15：00 

会場閉鎖     16：00 

   

※大会専用バスの到着時刻によっては競技開始時

刻を遅らせる場合がございます。 

※運営の都合上、スケジュールを予告なく変更する

場合がございます。 

 
筏場から 

来てやったぜ…！！ 

中央道富士見

バス停 

大会専用バン 

約40分 



 

 

 

クラス 

※  「正規クラス」には、JOAの定める競技者登録を行った方のみ参加できます。 

   競技者登録をされていない方で、本大会への参加を希望される場合は、 

  「オープンクラス    へお申し込みください。 

※ 正規クラ  スの受付は事前申し込みのみとなっております。 

※ 参加資格にかかわる年齢は参加者の2019年3月31日時点での年齢とします。 

※ 本大会では、男性クラスへの女性の出走を認めます。男性の女性クラスへの 出走 

   は認めません。 

※ M/W２０Aより低年齢のクラスの参加資格保有者のうち、実力が備わっていると判断さ 

  れる場合、希望があれば一つ上位のクラスでの出走を認めます。 

※ エリートは有資格者、上級者は大会経験が豊富な者、中級者は大会経験が少ない者、   

    初心者は大会経験が全くなく、オリエンテーリングの説明を必要とする者を対象として  

    います。 

※ M21E・W21Eクラスはエントリー締め切り日（10月8日）時点で公認E権を保持している方  

    のみが参加できます。詳しくはJOAの公式サイトをご確認ください。 

※ 市民クラスは茅野市民の方、及び茅野市に勤務されている方を対象としたクラスです。 

   初めての方もお気軽にご参加ください。市民クラスに参加される方へのEカードのレンタ 

   ル代は無料です。 

※ 初心者クラスのうちGクラスはNクラスと同じコースをグループで巡るクラスです。 

   1グループにつき1枚の地図をお渡しします。複数枚お求めの場合、1枚300円で追加で 

    きます。大会当日、受付にお申し出ください。 

 

※ 運営の都合上、優勝設定時間の変更やクラスの統合、分割を行う場合があります。 

 

 

正規クラス 

「オープンクラス」 

正規クラス 

  
男性 女性 

参加資格 レベル 
クラス名 優勝設定 クラス名 優勝設定 

正
規
ク
ラ
ス 

M21E 35分 W21E 35分 有資格者 エリート 

M21A 

30分 

W21A 

30分 

19歳以上 

上級者 

M30A W30A 30歳以上 

M40A W40A 40歳以上 

M50A W50A 50歳以上 

M60A W60A 60歳以上 

M70A W70A 70歳以上 

M80A W80A 80歳以上 

M20A W20A 19-20歳 

M18A W18A 16-18歳 

M15A W15A 13-15歳 

M12 W12 11-12歳 
中級者 

M10 W10 10歳以下 

オ
ー
プ
ン
ク
ラ
ス 

OAL 

制限なし 

上級者 
OAS 

MBL WBL 
中級者 

MBS WBS 

C 初級者 

N 

初心者 G（グループクラス） 

市民クラス 



参加費 

 

 

 

 

 

参加費 

・事前申し込みをされる方でKOLC大会の翌日に開催される早大OC大会にも参加 

 される方の参加費を二日間の合計から１０００円割り引かせていただきます！ 

・全コントロール図・白図・コース図の販売を行います。事前申し込みを行いませ 

 んので当日お買い求めください。尚、数に限りがございます。 

・プレートコンパスの貸し出しを行います。お申し込みは不要ですが、数に限りが 

 ございます。また、レンタルする際、補償金として１０００円をいただきます（コン 

 パスの返却後お返しいたします）。ご了承ください。尚、レンタルされたコンパス 

 を紛失、または故障された場合、弁償として３０００円をいただきます。 

・レンタルEカードを紛失された場合、弁償として８０００円をいただきます。 

・正規クラス  のうちE、Aクラスの社会人の方につきましては、参加費のうち1000 

 円がJOA会員の支援に充てられます。ご理解のほどお願いいたします。 

正規クラス 

エントリーについて 

◎エントリーはJapan-O-entrYからのみとなります。 

 URL:   ŚƩƉƐ͗ͬͬũĂƉĂŶ-Ž-ĞŶƚƌǇ͘ĐŽŵͬĞǀĞŶƚͬǀŝĞǁͬϭϴϴ 

◎以下の大会でJOYへの代理入力を行います。 

 

 

  ご利用ありがとうございました 

◎申し込み締め切り日は2018年10月8日(月) とします。 

 

  ※ 外部サイトにつき、利用や申し込みに関する質問はサイト管理者様へお願いします。 

申し込み区分 参加クラス 対象者 参加費 

事前申し込み 

（競技者登録が必要 ） 

Eクラス 

社会人・大学院生 4500円 

大学生 3500円 

中・高校生 1500円 

Aクラス 

社会人・大学院生 4000円 

大学生 3000円 

中・高校生 1500円 

M・W 12/10 12歳以下 500円 

事前申し込み 

（競技者登録が不要 ） 

OAL / OAS 

社会人・大学院生 4000円 

大学生 4000円 

中・高校生 1500円 

MBL / WBL 

MBS / WBS 

社会人・大学院生 3000円 

大学生 3000円 

中・高校生 1500円 

C / N / G 無制限  500円 

市民クラス 茅野市民  200円 

当日申し込み 

（競技者登録が不要 ） 

OAL / OAS 

社会人・大学院生 4500円 

大学生 4500円 

中・高校生 2000円 

MBL / WBL 

MBS / WBS 

社会人・大学院生 3500円 

大学生 3500円 

中・高校生 2000円 

C / N / G 無制限  500円 

市民クラス 茅野市民  200円 

オプション 

レンタルEカード +300円 

白図  →  販売いたしません 500円 

コース図・全コントロール図 700円 

不要 

不要 

必要 

9/15、9/16 2018年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 

10/7  クラブカップ7人リレー 



 

 

 

 

・本大会は安全面等を理由にやむを得ず中止となる場合があります。中止の場合、 

 大会公式ホームページ、Twitter、Instagramで告知いたします。 

・いかなる理由であっても、一度お支払いいただいた参加費の返却は致しかねます。 

・オリエンテーリングを目的とした指定された立ち入り禁止区域への大会開催前の立ち入

り、および会場への旧図の持ち込みは固く禁止します。また、以上の行為が発覚した場

合は失格処分とします。 

・本大会ではプログラム・成績表の郵送は行いません。 

・会場および競技エリア内は火気厳禁です。 

・会場および競技エリア内での喫煙・飲酒行為はご遠慮ください。 

・貴重品の管理は各自でお願いいたします。会場内での盗難などに対して主催者側は責

任を負いかねます。 

・参加者が自分自身、または第三者に対して与えた損害に対して主催者側は責任を負い

かねます。 

・ごみはご自身でお持ち帰りください。 

・地元の方に迷惑となる行為は慎んでください。 

・競技の際の服装には肌を露出しないものを推奨します。 

・本要項は予告なく変更される場合があります。 

・大会当日は会場周辺・テレイン内が冷え込むことが予想されます。 

 防寒対策・体調管理の徹底をよろしくお願いします。また、体調がすぐれない場合

は絶対に無理をなさらないでください。 

・繰り返しになりますが、テレインの性質上、 

 けが防止のためのレガース(すね当て)着用とテーピングの使用を強く推奨

します。安全面の管理の徹底をよろしくお願いします。 

 

 

注意事項 

その他 

・会場にて託児所(要予約)を設置いたします。ご利用を予定されている方は次 

 ページ記載のアドレスにメールをお送りください。締め切りは2018年10月8日と 

 します。尚、ご利用の際には誓約書にご署名いただきます。 

・本大会ではスポーツ保険に加入しております。 

・本大会ではウィンドブレーカーの輸送を行います。 

・11月のテレイン内の気温は、日中10℃を超えることもありますが、日によっては 

 2℃～3℃になるようです。 

 

 

 

早慶(慶早)2daysに関して 

今回、『早慶２days』を開催する運びとなりました。おそらく2つの学生大会の

コラボは史上初の試みです。予想外の困難にも多くぶつかりましたが、こう

して要項で改めて発表できること、一同感無量といった次第です…‼ 

 

さて、大きくいうと、今回のコラボの目玉は3点です。 

 1．参加費の割引 

 2．宿泊の斡旋、夜の部イベントの開催 

 3．大会公式グッズの制作 

 

詳しくは同時に公開しております、コラボ要項をご参照ください！ 



 

 

連絡先 

第8回KOLC大会に関するお問い合わせは下記の連絡先までお願いします。 

 

 問い合わせホームページ：   

      https://kolc.wasedaoc.com/competition/contact/ 

 KOLC大会連絡先：     

      kolccomp.8th★gmail.com（★を＠へ変えてください） 

 

 

 

 

 

 

 

SNS 

  Twitter   https://twitter.com/kolc_comp8 

  Instagram  https://www.instagram.com/kolc.8/ 

連絡先・SNS・HP 

大会公式HP    

  https://kolc.wasedaoc.com/competition/contact/ 

 

 
茅野で待ってるよ‼ 


