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要項 2 からの変更点・追加点を黄色マーカーにて示しています。

1. 大会概要
オリエンテーリング北海道東北地区連絡協議会の共催の下、今年の第 41 回東北
大学オリエンテーリング大会に第 24 回北海道・東北選手権大会が併設されるこ
とになりました。
開催日 2018 年 9 月 30 日（日） 雨天決行・荒天中止
主催 東北大学学友会オリエンテーリング部
共催 宮城学院女子大学オリエンテーリング部
オリエンテーリング北海道東北地区連絡協議会
大会役員
実行委員長 古屋洸（東北大学 2016 年度入学）
副実行委員長 谷口惠祐（東北大学 2016 年度入学）
運営責任者 鳥居洸太（東北大学 2016 年度入学）
競技責任者 長岡凌生（東北大学 2016 年度入学）
渉外責任者 菅原晨太郎、高橋駿、八重樫篤矢（東北大学 2016 年度入学）
コース設定者 青芳龍（東北大学 2016 年度入学）
大会コントローラ 高野柾人（東北大学 2013 年度入学）
後援 宮城県
宮城県教育委員会
仙台市
東北大学学友会体育部
日本学生オリエンテーリング連盟
協賛 順次更新していきます
開催地 宮城県仙台市宮城野区、利府町、富谷市周辺の森林
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会場 青少年の森広場及び森林講義室
駐車場 会場周辺の駐車場を予定

2. 交通
〈自動車でお越しの方〉
・三陸自動車道「多賀城 IC」から 10 分～15 分です。
・駐車場は確定し次第、HP 上にてご連絡させていただきます。
・駐車できる台数には限りがございます。

〈公共交通機関でお越しの方〉
［電車でお越しの方］
・JR 仙台駅から JR 東北本線「小牛田行き」
「塩竃行き」
「利府行き」または、JR 仙石
東北ライン「石巻行き」に乗車し、岩切駅で下車してください。駅から会場までは約
2.8km、徒歩 40 分です。
［バスでお越しの方］
・仙台市営バス、仙台駅 50 番乗り場から「岩切分台二丁目行」に乗車し、
「岩切分台二
丁目」で下車してください。50 番乗り場はアイリス青葉ビル前に位置しています。バ
ス停から会場までは約 2.2km、徒歩 30 分です。

3. タイムスケジュール
当日のタイムスケジュール
9:00 会場開場、受付開始
11:00 トップスタート
14:30 ゴール閉鎖
※このスケジュールは暫定的なものであるため、予告なく変更する場合がござ
います。ご了承ください。
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4. 競技情報
〔競技形式〕
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を予定）
EMIT 社製電子パンチングシステムを使用
〔地図〕
2018 年東北大学学友会オリエンテーリング部作成予定
（ISOM2017 準拠）
縮尺：1/10,000
等高線間隔：5m
走行可能度：4 段階表記
コントロール位置説明表：JSCD2008 準拠
〔立ち入り禁止区域〕
本大会の参加予定者は競技の公平性を保つため、本大会終了までの期間、以下の
区域（紫線で囲まれた範囲）にオリエンテーリング、下見目的で入ることを禁止
します。
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〔テレインプロフィール〕
本テレインは，仙台市宮城野区、泉区、利府町、富谷市にまたがって位置し、そ
の大部分が「宮城県県民の森」として多くの方から親しまれています。また、本
テレインは 2001 年度全日本大会や 2005 年度東日本大会でも使用されており、
仙台市中心部からも比較的近いため、練習会も頻繁に行われています。
競技エリアは標高 30～100m ほどに位置しており、大きな尾根沢から構成され
ています。斜面は概ね急峻で、細かな尾根沢が複雑に分岐しているエリアも多く
見られます。また、県民の森の遊歩道として整備されたエリア、見通しがよく、
走行可能度の高い林が広がるエリア、シダ植物が生い茂り、走行可能度が低下す
るエリアに大分され、それぞれ印象が大きく異なります。そのため、急峻な斜面
に対応する登坂力と、細かい地形の読図、藪の中での方向維持等の多角的なナビ
ゲーション力が求められると予想されます。
〔クラス〕
・年齢は 2019 年 3 月 31 日までに達する年齢とします。
・運営の都合上、優勝設定時間は予告なく変更する場合がございます。
・女性は男性クラスに参加することが可能ですが、男性が女性クラスに参加する
ことは原則として認めません。
男性

事前申し込み

当日申し込み

事前/当日申し込み

女性

クラス

優勝設定

参加条件

クラス

優勝設定

M21A

40分

W21A

40分

無制限

M21AS

30分

W21AS

30分

無制限

M20A

30分

W20A

30分

20歳以下 ※1

M15A

20分

W15A

20分

15歳以下

M35A

35分

W35A

35分

35歳以上

M50A

30分

W50A

30分

50歳以上

M65A

30分

W65A

30分

65歳以上

MB

20分

WB

20分

無制限

MOA

35分

WOA

35分

無制限

MOB

20分

WOB

20分

無制限

N

20分

N

20分

無制限

参加費

割引参加費 ※2

2,000円

1,000円

2,200円

1,200円

2,000円

1,000円/1,200円

※1 学連登録１年目の大学生に限り、21 歳以上でも 20A への参加を認めます。
※2 割引対象者は、18 歳以下(高校生以下)の方です。その旨をエントリーシー
トの所定欄、または参加申し込み用紙の備考欄にご記入ください。
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・当日申し込みクラスに参加される方も個人所有の E カードをご利用いただけ
ます。その場合は、当日、ご利用される E カードを受付の際にお持ちください。
レンタル E カードをご利用される場合は、その旨を受付の際にお伝えください。
その場合、レンタル E カード代として別途 300 円をお支払いいただきます。
・レンタル E カード、熊鈴、プログラム郵送、成績郵送のいずれかを希望され
る方はエントリーシート、または申し込み用紙の所定欄にご記入ください。レン
タル E カードは 300 円、プログラム郵送と成績郵送はそれぞれ 200 円です。た
だし、レンタル E カードを紛失・破損された場合は 8,000 円、熊鈴を紛失・破
損された場合は 600 円をお支払いしていただきます。
・本大会ではコンパスをレンタルすることができます。コンパスのレンタルは事
前に申請する必要はありません。当日、受付までお申し出ください。なお、レン
タルする際に保証金 2,000 円をお預かりいたします。無事に返却されましたら、
保証金を返金いたします。
・日本学連賛助会員の方は参加費を 500 円引きさせて頂きます。エントリーシ
ート、または申し込み用紙の備考欄にその旨をご記入いただき、500 円を引いた
金額をお振り込みください。

5. 第 24 回北海道・東北選手権大会について
東北大大会と北海道・東北選手権のクラスは以下のように対応しています。
(以下、北東選手権と記載)
男子

女子

東北大大会のクラス

北東選手権名

東北大大会のクラス

北東選手権名

M21A

男子選手権

W21A

女子選手権

M20A

ジュニア男子選手権

W20A

ジュニア女子選手権

M35A

シニア男子選手権

W35A

シニア女子選手権

M50A

ベテラン男子選手権

W50A

ベテラン女子選手権

・北東選手権対象資格
※１~３のいずれかを満たすものとする
１、北海道・東北地区に住所を有する（又は居住する）者
２、北海道・東北地区に勤務又は在学する者
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３、北海道・東北地区の道・県協会に競技者登録をする者
・北東選手権への参加資格を有する方はエントリーシート改訂 1 の所定欄にそ
の旨をご記入ください。またその際、資格 1 を満たさず２、３のみを満たす方は
備考欄にその旨をご記入ください。
・既にエントリーを済まされた方で、北東選手権への参加資格を有する方はお手
数ですが、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
tohokumgolc.28■gmail.com

■を＠に置き換えて下さい。

6. 体験会
開催日 2018 年 9 月 30 日(日)
会場 山苗代公園
参加費 無料
内容 初心者・子ども向けのポイントオリエンテーリング
詳細は大会 HP 上の「体験会要項」よりご覧ください。

7. エントリー
申し込み、参加費振り込み締切日は、9 月 2 日(日)です。
※メール申し込みの締め切りは当日送信有効、当日払い込み有効、郵送申し込み
の締め切りは当日消印有効といたします。
〔申し込み方法〕
以下の 4 つの方法でお申し込みいただけます。
1. メール申し込み 2. 郵送申し込み 3. 大会会場申し込み 4. Japan-O-entrY
申し込み
1. メール申し込み
大会 HP より「エントリーシート」をダウンロードしていただき、必要事項をご
記入のうえ、以下の申し込み用アドレスにご送信ください。（当日送信有効）
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大会 HP：http://www.olc.org.tohoku.ac.jp/taikaiHP/41st_tohokuolc/index.html
申し込み用アドレス
tohoku.41th.entry■gmail.com

■を@に置き換えて下さい

数日以内にエントリー完了メールをこちらからお送りします。返信がない場合
は メールが届いていない可能性がございます。お手数ですが、再度ご送信くだ
さい
2. 郵送申し込み
大会 HP より「参加申し込み用紙」をダウンロードしていただき、必要事項をご
記入のうえ、以下の宛先にご郵送ください。
申し込み先住所
〒982-0821
宮城県仙台市太白区松ケ丘 6-15 アップルハウス松ケ丘 A102

古屋洸

3.大会会場申し込み
以下の大会会場にて申し込み受付を行う予定です。
6/3(日)東大 OLK 大会（群馬）
6/17(日)全日本大会（岐阜）
7/7(土),8(日)留年練習会（静岡）
7/22(日)関東学連ロングセレ（栃木）
4.Japan-O-entrY による申し込み
以下の HP より「第 41 回東北大大会」を選択していただき、HP の案内に従い、
お申し込み下さい
Japan-O-entrY HP：https://japan-o-entry.com/
※Japan-O-entrY による申し込みは 6 月 8 日(金)より開始させていただきます。

〔お支払い方法〕
・
「メール申し込み」、
「郵送申し込み」につきましては参加費を以下の口座にお
振り込み下さい。
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・ゆうちょ銀行からお振り込みいただく場合
記号：18180 番号：32036571
名義：トウホクダイガクガクユウカイオリエンテーリングブ
・ゆうちょ銀行以外からお振り込みいただく場合
店名：八一八
店番：818
預金種目：普通預金
口座番号：3203657
・
「大会会場申し込み」につきましては、大会会場で申し込みの際に参加費をお
支払い下さい。
・
「Japan-O-entrY 申し込み」につきましては、Japan-O-entrY の HP より案内
された口座にお振り込み下さい。
なお、お支払いいただいた参加費は、大会中止を含めいかなる場合であっても返
金いたしません。あらかじめご了承ください。
・日本学連賛助会員の方の特典情報
賛助会員の方に全コントロール図を 1 枚差し上げます。賛助会員の方はエント
リーシートや、参加申し込み用紙の備考欄にご記入ください。
・第 3 回青葉会学年対抗戦について
東北大学学友会オリエンテーリング部、宮城学院女子大学オリエンテーリング
部 OB・OG の方は、エントリーシートの所定欄に入学年度の下二桁をご記入く
ださい。
・北東選手権への参加資格を有する方はお手数ですが、エントリーシートや申し
込み用紙の所定欄にその旨をご記入ください。北東選手権の詳細については要
項内の「5. 第 24 回北海道・東北選手権大会について」をご覧ください。

8. 留意事項
・要項及び大会公式サイトに記載されている事項は、予告なく変更される可能性
がございます。
・本大会は傷害保険に加入しますが、補償額には限りがございます。ご自身での
傷害保険への加入を推奨いたします。また、万一の怪我に備えて健康保険証を
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ご持参ください。
・個人情報は東北大学学友会オリエンテーリング部で厳重に管理し、大会運営に
おいてのみ使用し、その後情報のすべてを適切な形で処分いたします。
・不測の事態により大会開催が困難と判断された場合、大会 HP にて大会中止
を お知らせいたします。大会中止の場合であっても参加費等の返金はいたしま
せん。あらかじめご了承ください。
・本大会では、役員がテレイン内や会場にて撮影にあたります。撮影した写真は
本大会の記録や、オリエンテーリングの普及・広報活動のため利用させて いた
だく場合がございます。写真の利用についてなにかございましたら、 エントリ
ーシートの備考欄にその旨を記載していただくか、当日に大会役員まで お申し
出ください。
・安全のため、競技中は熊鈴の携帯をお願いいたします。
・参加者が自分自身および第三者に与えた損害に対して、主催者側はその責任を
負いかねます。
・貴重品などの管理については各自でお願いします。盗難、紛失について主催者
側はその責任を負いかねます。
・個人情報は東北大学学友会オリエンテーリング部で厳重に管理し、大会運営に
おいてのみ使用し、その後情報のすべてを適切な形で処分いたします。

9. お問い合わせ
本大会に関して、ご不明な点、ご質問などがございましたら、下記のメールアド
レスまでお問い合わせ下さい。
古屋 洸（実行委員長）
tohokumgolc.28■gmail.com
■を＠に置き換えて下さい。

(要項 2.1 おわり)
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