第 38 回筑波大大会
要項第 2.2 版

1.大会概要
◆正式名称
◆開催日
◆開催地
◆主催
◆後援

第 38 回筑波大学オリエンテーリング大会
平成 31 年 1 月 27 日（日）雨天決行・荒天中止
茨城県日立市
筑波大学体育会オリエンテーリング部
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
茨城県オリエンテーリング協会、筑波大学紫峰会基金

◆大会役員 実行委員長
運営責任者
競技責任者
渉外責任者
総務責任者
会計責任者
作図責任者
コース設定者
イベントアドバイザー

◆会場

鳩 力乃介

（筑波大学 2016 年度入学）

横山 司
河北 拓人
佐野 響
鈴木 大喜
須藤 貴也
小竹 佳穂
増澤 すず
寺垣内 航

（同上）
（同上）
（同上）
（同上）
（同上）
（同上）
（同上）
（京葉 OL クラブ）

日立市中里スポーツ広場（青空会場）

2.競技情報
◆競技情報
個人によるポイントオリエンテーリング（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を利用

◆使用地図
「（仮称）神峯」
筑波大学オリエンテーリング部 2018 年作成予定
ISOM2017 準拠
縮尺
1：10,000
等高線間隔
5ｍ
植生表示
5 段階表示
※競技の公平性を期すため、大会ホームページにて旧図を公開しております。

◆テレインプロフィール
本テレインは、茨城県日立市の西部にあり、標高 200m~400m に位置している。テレイ
ン内は国有林が多くを占めており、手入れの行き届いたエリアが多く、植生ははっきりし
ている。一方で広葉樹林や竹林など、植生が大きく変化するエリアも点在しており、レー
ス中はこれらをどう利用するのかが重要になる。テレイン全体として尾根沢がとてもはっ
きりしており、急勾配が多いため、登坂力と丁寧なナビゲーション能力が必要とされる。
茨城テレインの代名詞である急峻な地形と、茨城では珍しい良好な植生が広がるエリアを
ぜひ楽しんでいただきたい。

◆立入禁止区域
赤線で囲まれた地域にオリエンテーリング目的で立ち入ることを禁止します。
(c) OpenStreetMap contributors CC

◆トップスタート時刻
午前 10:30 を予定しています。タイムテーブルの詳細はプログラムにて公表いたします。

◆E カード、コンパスレンタル
Ｅカード・コンパスのレンタルを希望される場合、いずれについてもエントリー時に
お伝えください。レンタル料金は以下の通りです。
Ｅカード：300 円
コンパス：3000 円 （一時預かり金）
E カード紛失の際は別途料金 8000 円が発生します。
コンパスのレンタル料金は、貸出時に会場にてお預かりし、返却時にご返金いたします。

◆地図販売
本大会で使用する地図を会場にて販売いたします。
料金は一律 700 円となります。販売する地図の種類は全コントロール図、
全クラスの地図になります。

大会公式マスコットキャラクター
「カミネくん」

◆クラス•参加費
クラス
M21A
W21A
M35A
W35A
M50A
W50A
M65A
W65A
M20A
W20A
M18A
W18A
M15A
W15A

参加資格

対象者

優勝設定

参加費

無制限
35 歳以上
50 歳以上
65 歳以上

上級者

35 分

一般：3200 円

大学生、院生：2500 円
高校生以下：1500 円

20 歳以下
18 歳以下
15 歳以下

・日立市の小・中学生は参加費が無料になります。
・申込人数多数の場合、クラス分割の可能性があります。
・W クラスには男性はエントリーできません。ご了承ください。
・年齢は 2019 年 3 月 31 日までに達する年齢になります。
・上記のほか、当日申し込みの方向けに OAL、OAS クラスを予定しています。
・参加者がいない場合、開催されないクラスもございます。
※大会当日は猟期です。熊鈴又はそれに準ずる物の携帯を必須とします。
また明るい色の服装で出走することを強く推奨します。

3.体験会
大会当日に会場近くにて体験会としてラビリンス O を開催します。
日時

大会当日 10 時 受付開始
14 時 受付終了

参加費 無料
会場
中里スポーツ広場内グラウンド
計時あり(E カードは無料でレンタルします)
事前申込の必要はありません。気軽に会場までお越しください。
ラビリンス O は指定されたエリアの中を迷路状に区切って行うオリエンテーリングです。
ポスト周りでの正確な動きとポスト位置を把握するスピードが鍵になります。
E カード紛失の際は別途料金 8000 円が発生します。ご了承ください。

4.交通案内
◆自家用車
常磐道「日立北 IC」から車で 22 分です。駐車場として中里スポーツ広場をご用意してい
ます。自家用車でお越しの方はこちらをご利用ください。
駐車場には限りがありますので、できるだけ乗合せの上でお越しください。

◆公共交通機関
「JR 日立駅」で降車の後、バスターミナル 1 番乗り場日立電鉄「東河内行き」に
乗車していただき「若者センター前」にて降車してください。
行き 8:40 「日立駅」発
〜
9:13 「若者センター」着
帰り 12:49 「若者センター」発 〜
13:22「日立駅」着
15:19
15:52

◆チャーターバス
日立駅行きのチャーターバスを運行します。乗車料は 1200 円（予定）です。
時刻は会場 14:15 発です。乗車希望の方はお申し込みの際に「その他連絡事項」に
乗車希望の旨を記載してください。利用者数の目安とします。
チャーターバス利用の方は当日会場にて申し込みください。
申し込み時に受付にて料金をお支払いください。

5.エントリー
JOY（Japan-O-entrY）にて受け付けています。必要事項を入力の上
お申し込みください。申込締め切りは 12/27 です。参加費はサイト内の
案内に沿ってお支払いください。払込締め切りも 12/27 です。
エントリー用 URL：https://japan-o-entry.com/event/view/197

6.タオル販売
今回の大会ではフェイスタオルの販売を予定しています。価格は 1800 円です。
ご購入される方はエントリーの際にお申し込みください。
エントリー時にのみ注文を受け付けるのでご注意ください。
タオルのみの購入を希望する方はお手数ですが下記の問合わせ用メールアドレスまで
ご連絡ください。
タオル用デザイン（予定）

サイズ：約 33 80 cm

7.問い合わせ
質問やご不明な点などがありましたら、お手数ですが下記メールアドレスまで
ご連絡ください。
tsukuba.compe38th￥gmail.com （￥⇨＠） （総務責任者：鈴木大喜）

8.広報
公式 twitter、大会公式ホームページで大会情報を随時公開していきます。
ぜひご覧ください。
大会公式ホームページ：http://www.orienteering.com/~tsukuba/38/
大会アカウント：@tsukuba38th
QR コード

9.注意事項
・要項及び大会情報を変更する際は随時、変更点を公表していきます。
・ご自身及び他人に与えた損害に関して、一切の責任を負いません。
・公序良俗に反する服装での出走はご遠慮ください。
・いかなる理由につきましても参加費の返金は行いません。ご了承ください。
・参加者を対象とした傷害保険に加入しますが、保険金には限りがあります。
・申し込みの際にいただいた個人情報は本大会の運営のみに使用いたします。
なお記録及び大会で撮影した写真や動画は大会広報などに掲載することがあります。
・プログラムの郵送を希望される方はお手数ですが上記の問合わせメールアドレスまで
ご連絡ください。プログラム郵送費については 500 円になります。
・大会当日は猟期です。熊鈴又はそれに準ずる物の携帯を必須とします。
また明るい色の服装で出走することを強く推奨します。

