JOA 公認カテゴリ A 大会

第 39 回早大 OC 大会
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1.大会概要
日程
2018 年 11 月 11 日(日) 雨天決行・荒天中止

開催地
長野県茅野市米沢、市民の森

（吉田山付近）

会場
茅野市立米沢小学校
長野県茅野市米沢 4188

タイムスケジュール
トップスタート

11:00

主催・主管
早稲田大学オリエンテーリングクラブ（以下「早大 OC」と呼称）
（早稲田大学、日本女子大学、東京理科大学の各大学オリエンテーリングクラブから構成）

大会役員
大会責任者

大橋 遼

（早稲田大学 2016 年度入学）

運営責任者

高橋 利奈

（日本女子大学 2016 年度入学）

競技責任者・コース設定者

長谷川

（早稲田大学 2016 年度入学）

渉外責任者

齋藤 文菜

（日本女子大学 2016 年度入学）

会計責任者

三瀬 遼太郎

（早稲田大学 2016 年度入学）

広報責任者

金子 詩乃

（日本女子大学 2017 年度入学）

総務責任者

内海 瞭

イベントアドバイザー

髙村 卓

アシスタントイベントアドバイザー

田中 翔大

望

(早稲田大学 2016 年度入学)
（埼玉県オリエンテーリング協会）
(東京都オリエンテーリング協会)

後援
茅野市
茅野市教育委員会
茅野商工会議所
日本オリエンテーリング協会
日本学生オリエンテーリング連盟
関東学生オリエンテーリング連盟
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
長野県寒天水産加工業協同組合
株式会社 渡辺製麺
山高味噌株式会社

2.交通手段
公共交通機関でお越しの場合
JR 茅野駅から路線バスをご利用ください。
茅野駅から北八ヶ岳ロープウェイ線をご利用いただき、北大塩口でお降りください。
バス停から会場までは徒歩約 10 分です。
茅野駅から徒歩で 1 時間以上かかることが予想されます。バスをご利用ください。

大会斡旋宿から会場までは運営車による輸送を無料で行います。ホテルから会場までは約 30 分です。ホテル 8：00
発で輸送を行います。
また大会専用の高速バスの廃止に伴い、大会会場から中央道富士見バス停までの輸送を無料で行います。
中央道富士見バス停(上り)16：26 発のバスに合わせて、15：45 会場発の予定です。こちら以外の高速バスについて
輸送は行いません。ご了承ください。こちらの高速バスの予約は 10/11(木)から開始されます。運賃は片道 2700 円
です。バス停までの輸送を希望される方は申し込み代表者を通じてご連絡ください。

自家用車などでお越しの場合
駐車場を用意する予定です。ただし、数に限りがあります。

3.競技情報
競技概要

使用地図
2018 年度早大 OC 新規作成予定
縮尺 1:10000
等高線間隔 5m
走行可能度 5 段階表示
ISOM2017 準拠
競技形式
個人によるポイントオリエンテーリング
EMIT 社製電子パンチングシステムを使用

トレーニングテレイン
本大会ではトレーニングテレインは特に設けません。

留意事項
岩がちな箇所がございます。怪我防止のため、テーピングやレガースの着用を推奨いたします。

立入禁止地区
本大会に参加を予定されている方の、以下の競技エリア（下図参照）へのオリエンテーリングを目的とする立ち入り
を禁止とします。

テレインプロフィール
本テレインは霧ヶ峰の南麓に位置し、霧ヶ峰由来のきれいな湧き水が流れ、白樺の木々が生え、遠くには八ヶ岳連
峰や富士山を望む、まさに風光明媚なテレインです。一方でゴルフ場建設予定地だった過去を持ち、森の中に突如現
れるラフオープンや、バンカー跡と思われる凹地など、その痕跡が随所に見られます。自然と人工の織りなす地形は
様々で、場所によって異なる表情を見せてくれる不思議なテレインです。

クラス・参加費

※参加資格に関わる年齢は参加者の 2019 年 3 月末までに達する年齢といたします。
※男性クラスには女性も参加することができますが、女性クラスには男性の参加はできません。
※M/W20A より低年齢層のクラスについては、実力が備わっている方で希望する方は 1 つ上位のクラスに参加する
ことができます。

※運営の都合上、優勝設定時間の変更やクラスの分割・統合を行う場合がございます。

注記
[1] 本大会は JOA 公認 A 大会です。本大会の正規クラスのうち、E / A クラスに出場するには、本年度の競技者登録
が必要です。9 月 30 日までに競技者登録がお済みでない方は BL/BS クラス、またはオープンクラスにお申し込みく
ださい。なお、正規クラスは事前申し込みのみの受付となっております。オープンクラスは事前申し込み、当日申し
込みともに受け付けます。
[2] 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。ご理解のほどよろしくお願いします。
[3] M21E / W21E クラスには、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。
[4] G クラスでは 1 グループにつき 1 枚地図を用意します。地図が複数枚必要な方は、大会当日受付にて 1 枚 400 円
で地図を追加することができます。参加費については 1 グループ 1000 円です。
[5] 市民クラスは茅野市にお住まいの方、または茅野市に勤務されている方のみ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。
[6] 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も対象としています。
[7] 大学院生は一般料金となります。
[8] レンタル E カードを紛失・破損させた場合、実費 5000 円頂きます。市民クラスに参加される方の E カードレン
タル代は無料です。

4.エントリー
お申し込み方法
Japan-O-entrY (JOY)

を利用してお申し込みください。

こちらは外部サイトのため、利用や申し込み方法に関する質問はサイト管理者へお願いします。

お申込み締め切り日・参加費振込締切日
2018 年 10 月８日(月)
・大会中止を含めていかなる理由があろうとも、参加費等の返金はいたしませんのであらかじめご了承ください。
・振込額に誤りがあった際には JOY サイト管理者へご連絡ください。

5.注意事項
・ 大会コースである市民の森は事故、怪我などは利用者の責任であることが利用上のルールとなっています。
また、山林内は古い側溝やマンホール等が点在しています。負傷事故等が発生した場合でも、主催者並びに市民
の森の管理者及び土地所有者に対して何らの損害賠償を請求しないことを参加条件とします。申し込みしていた
だいた時点でこの参加条件に同意したものとみなします。

・ 本大会では会場内に無料の託児所を設けます。ただし、資格を持った役員は常駐しません。万が一事故があった
場合、主催者側は責任を負いかねます。ご了承の上、お気軽にご利用ください。
・ 本要項の内容は予告なく変更されることがあります。
・ 競技のため服装には肌の露出をしないものを推奨します。
・ 貴重品等の管理は各自でお願いします。盗難などについて、主催者側は責任を負いかねます。
・ 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、主催者側は責任を負いかねます。
・ 参加者自身で出したゴミは必ずお持ち帰りください。
・ 地元の方の迷惑になる行為は慎んでください。

6.問い合わせ先
第 8 回 KOLC、第 39 回 OC 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/
公式 WEB サイト: https://kolc.wasedaoc.com/competition/
連絡先: soukei.2days★gmail.com [★→＠]

早大 OC 大会に関するお問い合わせは下記連絡先までお願いします。
連絡先: 39th.comp★wasedaoc.com

[★→＠]

