
2018 年度  東葉東工農工 対抗戦 

プログラム(発行 2018/6/20) 

※要項からの変更点・追加点は黄色で示してあります 

① 概要                                                                 

  開催日：2018 年 7 月 1 日(日) 雨天決行・荒天中止 

  主催 ：早稲田大学オリエンテーリングクラブ 

        運営責任者     石田 健太郎 (早稲田大学 2017 年度入学) 

                競技責任者     屋口 正鷹  (早稲田大学 2017 年度入学) 

        コントローラー  齋藤 文菜  (日本女子大学 2016 年度入学) 

    会場  ：〒198-0023 東京都青梅市今井２丁目８７５   堀之内自治会館 

※会場狭めになっておりますので譲り合ってご利用ください。 

☆アクセス   各バス停・駅からのテープ誘導はございません 

    会場に駐車場はないので、近隣の有料駐車場もしくは公共交通機関をご利用ください。 

  ●JR 青梅線河辺駅から 

     北口 3 番乗り場より 西武バス 入市 32 系統 七日市場経由入間市駅行 

                         今井市民センター 下車(180 円) 

          河辺駅発 → 今井市民センター着  

                      9:57    →  10:08 

           10:37    →  10:48 

    ●西武池袋線入間市駅から 

     1 番乗り場より 西武バス 入市 32 系統 七日市場経由河辺駅行 

                         今井市民センター 下車(320 円) 

                   入間市駅発 → 今井市民センター着  

                      9:50    →  10:13 

今井市民センターより徒歩 3 分 

   



●JR 青梅線小作駅から  

    東口 3 番乗り場より 西東京バス 河 11 系統 塩船観音入口経由河辺駅北口行 

 七日市場 下車(210 円) 

 小作駅発 → 七日市場着  

9:36   →   9:45 

           10:05   →  10:13 

                      10:37   →  10:46 

 

七日市場より徒歩 8 分 

  ●JR 八高線金子駅から  

     徒歩 25 分 

 

  ※バスの遅延による遅刻は考慮しません。時間には余裕をもってご来場願います。 

                          地図：google Map より 



② 当日の流れ(変更の可能性もあります)                            

10:00 開場・受付開始 

11:30 トップスタート 

12:30 スタート閉鎖 

14:00 ゴール閉鎖 

15:00 表彰式 

17:00 会場閉鎖 

 

③ 競技情報                                                  

  使用地図：『七国峠 2017 梅』 

               多摩オリエンテーリングクラブ作成  2017 年発行 

  縮尺 1:15000(MA/OMA クラス)・1:10000(その他クラス)  等高線間隔    5m  

     競技形式：EMIT 社製 E カードを利用したポイントオリエンテーリング 

競技クラス 

 MA/OMA WA/OWA MF/OMF WF/OWF 

コース距離(km) 5.2 4.4 2.8 2.4 

登距離(m) 280 225 70 55 

優勝設定時間(分) 55 55 30 35 

競技時間(分) 120 120 MF90/OMF120 90 

 

※O クラスは東大 OLK・千葉大学・東京工業大学・東京農工大学所属の学生以外が申込

可能です。F は新人レベルを想定しています。またコースは O クラスと通常クラスは同一

とさせていただきます。 

 

◎誘導について 

・会場からスタート地区・ゴール地区から会場まで徒歩 25 分を要する見込みです。テー

プ誘導の色については当日公式掲示板に掲載いたします。 

・スタート地区からスタートフラッグまでの誘導はございません。 

・ラストコントロールからフィニッシュまでのテープ誘導はございません。最後まで 

ナヴィゲーションをする必要があります。 

 

・バックアップラベルの用意はあります。会場に置いておきますので各自お取りくださ

い。 

・配布用コントロール位置説明表は 2 分前枠で配布を予定しております。 

・スタート地区とゴール地区に給水を用意します。MA/OMA・WA/OWA クラスには競技中 

にも給水がございます。 



④ 参加費等                                                        

  ※当日受付でお支払いください。また混雑が予想されるのであらかじめ小銭 

をご用意ください。          

参加費(F クラス以外) 1200 円 

参加費(F クラス) 800 円 

E カード貸出 ＋250 円 

コンパス貸出 無料 

地図販売 1 枚 300 円 

当日参加 ＋200 円 

・貸出品の紛失・破損の場合、コンパスは２０００円、Ｅカードは８０００円を頂きます。

また、数が少ないため貸し出しを保証できません。出来る限りご持参ください。 

・当日参加は地図がなくなり次第終了とさせていただきます。枠が限られておりますのでで

きるだけ事前申込をしてください。 

 

 

⑤ 申込方法                                                   

事前申込は 6/10 をもって締め切らせていただきました。多数の申し込みありがとうご

ざいました。 

なお当日申込の人数には制限があります。10 時から先着順で申込を承ります。大人数

で当日申込を検討している団体がありましたら下記の問合せ先までご一報ください。 

問合せ先：ishiken-20975☆fuji.waseda.jp  (☆を@に変換してください。) 

 

⑥ 表彰概要(項目の内容すべてが新しいものとなります)                                               

・オープンクラス 

 OMA・OWA・OMF・OWF クラスにつきましては各優勝者を表彰いたします。 

・対抗戦クラス 

MA・WA・MF・WF クラスにつきましては上位三名を表彰いたします。 

・対抗戦順位決定方法 

以下のように得点を与えます。クラブごとの得点の合計をもって総合順位とします。表彰

式では上位 4 クラブを表彰します。 

 

 

 

 

 

 



順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 10位 11位 

MA 40 30 24 18 12 6 5 4 3 2 1 

WA 25 18 14 10 8 6 4 3 2 1  

MF 30 23 19 15 11 8 5 4 3 2 1 

WF 20 12 8 4 3 2 1     

スタ 1賞…10点 ラスポゴール賞…10点 

 

  スタ１賞：各クラスのスタート→１番コントロール１位に得点を与えます。 

 ラスポゴール賞：各クラスのラストコントロール→フィニッシュ１位に得点を与えます。 

 

⑦ 注意事項                                                

・テレイン及び会場内は火気厳禁です。 

・貴重品等はご自分で管理してください。紛失トラブル等について、主催者はその責任を負

いません。 

・当日会場に設置する予定の公式掲示板を確認してから競技に出発してください。 

・公序良俗に反する服装での出走及び行為は行なわないでください。 

・出したごみはご自分でお持ち帰りください。 

・競技の際、一般利用者・車両等に十分にお気を付けください。地元の方への挨拶の方もよ

ろしくお願いします。 

・参加者が自身あるいは第三者に与えた損害について主催者はその責任を負いません。 

・荒天などやむを得ない理由によるに中止時には払い戻しを行いません。 

・本練習会の開催を中⽌する場合、当⽇朝の 7:00 までに申し込み代表様連絡 

先に連絡いたします。 

・当プログラムは予告なく変更する可能性があります。 

 

 

⑧ 問合せ                                                                

 ご質問等ございましたら遠慮なく下記連絡先までお願いします。 

   運営責任者：石田 健太郎 

   E メール ：ishiken-20975☆fuji.waseda.jp  (☆を@に変換してください。) 

      電話(当日の連絡先)   ：090-7284-2767 


