2018 年 10 月 8 日 発行

第 30 回東工大 OLT 杯 プログラム
1． 大会概要


開催日

2018 年 10 月 14 日 (日) 雨天決行・荒天中止



開催地

埼玉県飯能市美杉台



会場

美杉台ふれあい館



主催

第 30 回東工大 OLT 杯実行委員会



タイムスケジュール

(〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台 3-20-1)

９：００

会場、受付開始

１１：００

トップスタート・当日申し込み締め切り

１２：３０

スタート閉鎖

１４：００

ゴール閉鎖

１５：００

表彰式

１５：４５

会場閉鎖

2． 会場・交通案内


会場



アクセス


美杉台ふれあい館

(〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台 3-20-1)

最寄り駅「飯能駅」へのアクセス


電車
西武鉄道池袋線「飯能駅」より徒歩 約 25 分。



自家用車

西武鉄道池袋線「飯能駅」付近のコインパーキングに駐車→徒歩で会場まで移動
運営側でコインパーキングの確保等は行いません。数に限りがございますので、電車を用い
てのご来場を推奨します。
(駅周辺のコインパーキング; https://times-info.net/P11-saitama/line/L10500/S2836/)


飯能駅→会場へのアクセス
①

徒歩
飯能駅から徒歩約 25 分

②

西武バス
バス停「飯能駅南口」もしくは「飯能駅入口」よりバス停「美杉台小学校」が会場
の最寄りのバス停となります。
(運賃・経路検索ページ： http://transfer.navitime.biz/seibubus-dia/pc/map/Top)。

美杉台小学校



会場レイアウト
女性用更衣室を用意いたします。
会場内のトイレ数は女性用 2, 男性用 小 2 大 1, 障害者用トイレ 1 となっています。
詳細なレイアウトは当日お知らせいたします。

3． 競技情報


競技形式
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使用 (My E-card の使用可能)



コース設定者 桑原恒平 (東京工業大学 2014 年度入学)



地図
『飯能美杉台』2015 年 原図『美杉台』をもとに NishiPro 作成
縮尺 1:7,500、等高線間隔 5m、通行可能度 4 段階表示、A4 横印刷、ビニール袋封入済み
地図表記 JSOM2007 準拠
※本大会においては以下の特殊記号を使用します;

×; 小さなほこら、石碑、モニュメント
 テレインプロフィール
飯能市美杉台地区の美杉台公園からあさひ山展望公園一帯の里山がテレインとなります。埼玉県
に特徴的な里山で尾根が様々な方向に広がっており急斜面で滑りやすい箇所も見られます。植生
は間伐が行われ整備されたことにより大部分が A で表記され非常に見通しのよいテレインです。
(第 12 回 茶の里いるまオリエンテーリング大会プログラムより一部引用)



クラス
本大会は東工大 OLT 部内杯であるため、部内クラスに参加の東工大 OLT 部員及びその OB、OG
のみ表彰いたします。



部内杯クラス

対応する併設クラス名

距離(km)

登高(m)

優勝設定

ムーミン

MA

3.3

290

45 分

スナフキン

MF

2.1

210

40 分

ミイ

WF

1.8

140

35 分

ツバメ

WA

2.9

260

40 分

コースプロフィール
今回のテレインの飯能美杉台は植生が良くタフなテレインです。いかに走りやすく消耗が少ない
ルートチョイスを取ることが重要になります。上級クラス MA,OB はタフでなおかつ技術力が求
められるコースになっております。新人クラス MF,WF はオリエンテーリング初心者の力試しにな
るようなコースを組みました。



コントロール位置説明表
スタート 2 分前枠にてコントロール位置説明表を配布いたします。
大きさは 144×68mm 以内です。



給水所
各クラスで一箇所設けています。



競技時間
競技所間は全クラス 90 分です。



公式掲示板
会場内に公式掲示板を設置します。出走前に確認してください。



成績
成績は Lap Center に掲載いたします。

4． タイムスケジュール、競技の流れ
９：００～ 開場, 受付
事前申し込みをした方は、バックアップラベルと E カード(レンタルの方のみ)、スタート地区まで
の誘導地図を受け取って受付を行ってください。
当日申し込みも受け付けております(１１時受付終了)が、地図枚数が限られていることをご了承く
ださい。当日参加の参加費については以下の表をご参照ください。
一般

学生(大学生 2 年生以上)

学生(大学生 1 年生、高校生以下)

E カードレンタル

2000 円

1500 円

1000 円

300 円

１１：００～ 競技開始
会場からスタート地区まで地図誘導で徒歩約２０分となります。役員によるスタート地区から
会場への荷物輸送は行いません。アクティベートを行ってから会場を出るようお願いします。誘
導の際にテレイン範囲付近を通るため、必ず地図に従って向かってください。
スタート地区についてからスタートまでの流れ

３分前
３分前手前にあるアクティベートユニットでアクティベートを行った後に自分が選択された
レーンに入ってください。
２分前
２分前枠に進んでいただき、コントロール位置説明表が必要な場合は取ってください。
１分前
１分前枠に進み、地図を受け取ってください。スタート後はスタートフラッグまで赤白テー
プ誘導です。
遅刻した場合
遅刻者は、遅刻枠からの出走となります。遅刻枠に入り、役員に出走クラス、正規のスター
ト時刻、氏名を申告し、E-card を提示してください。遅刻者の競技時間は、正規のスタート
時刻に出走したものとして計算します。スタート閉鎖時刻以降は出走できません。
１１：００～１４：００ フィニッシュ
ゴールパンチングフィニッシュ後に、ゴール役員がゴールから会場までの地図を配布しま
す。E カード読み取りは会場で行います。また、コントロールをすべて回り切れなかった際に
も、フィニッシュは必ず通るようお願いします。
フィニッシュ地区閉鎖は１４：００です。この時間までに通過が確認できなかった場合には捜
索の対象となります。

5． 諸注意・お問い合わせ


プログラムからの変更点については大会当日に会場の公式掲示板にて連絡いたします。



民家および私有地には絶対に立ち入らないでください。



テレインおよび会場内は火気厳禁です。



競技への参加は、ご自身の健康状態を十分に考慮して絶対に無理をしないでください。





参加者が自己または他人に与えた損害などについて主催者側は一切責任を負いません。ま
た、主催者側でスポーツ傷害保険などへの加入はいたしません。
公序良俗に反する行為および大会運営への妨害とみなされる行為があった場合、本大会へ
の出場停止または失格とすることがございます。



いかなる理由においても、参加費の返還は行いません。



レンタルした E カードを紛失した場合、実費 9000 円をお支払いいただきます。



プログラム・成績表の送付は行いません。



ゴミは必ず各自でお持ち帰りください。





忘れ物をした場合は下記問い合わせにご連絡ください。大会後 2 週間が経過しても連絡の
ない忘れ物は実行委員会で処分いたします。
メールなどで直接申し込みをした方で、スタートリストに名前がない方は再度メールアド
レスなどを確認していただき連絡してください。

6． お問い合わせ
何かご不明な点、ご意見等ございましたら下記アドレスにご連絡ください。

実行委員長
メールアドレス

中谷 鴻太
nakatani.k.ab☆m.titech.ac.jp（☆を半角 @に変換してください）

電話番号（緊急時） 080-6321-9730

※可能な限りメールでお願いします。返信は上記 PC メールアドレスからになります。

第 30 回東工大 OLT 杯
ヒワックマくん

マスコットキャラクター
[Twitter(@OLT52234725)]

千葉住み
22 歳
ユーカリが丘の「井野の森」に生息してる
情強なのでたまによその森に出入りしてティア
の情報を探る

ｆｄ
Twitter もチェックして欲しいん
だよなぁ・・・
大会当日会えるのを、おら楽し
みにしてるわｗ

※飯能美杉台で熊が出たという報告はございません

