
 第一回東工大大岡山スプリント プログラム ver.2.0 

   期日：2010 年 9 月 5 日（日） 雨天決行・荒天中止 

   大会公式ウェブサイト：http://tokodaisprinto.web.fc2.com/ 

 

■概要 

主催 東京工業大学オリエンテーリング部 

後援 東京工業大学 学生支援課 

協力 田中裕也（東大 OLK） 

 つばめ会 

大会実行委員長 井上舞（東京工業大学 08 入学） 

競技責任者 大嶋拓実（東京工業大学 08 入学） 

運営責任者 同上 

渉外責任者 小林涼介（東京工業大学 09 入学） 

競技地区 東京工業大学大岡山キャンパス 

会場  東京工業大学本館 111 教室 

連絡先  tokyotecholt@gmail.com 

  090-5399-9340（井上携帯） 

大会公式サイト http://tokodaisprinto.web.fc2.com/ 

 ＊大会の中止に関する情報は公式サイトにて当日朝 5 時より確認できます。 

■注意事項 

1. 大会当日は厳しい暑さと予想されます。自身の健康状態を十分に把握し、無理をしな

いでください。参加者が自身や第三者に与えた損害に対し主催者はいかなる責任も負

http://tokodaisprinto.web.fc2.com/
mailto:tokyotecholt@gmail.com
http://tokodaisprinto.web.fc2.com/


いません。 

2. 会場内での喫煙は不可です。尚会場近くには喫煙所がございますので詳しくは主催者

にお尋ねください。 

3. 緊急の場合に備え健康保険証やそのコピーを持参してください。 

4. 大会側では傷害保険に加入しておりません。ご注意ください。 

5. ゴミは分別の上所定の場所に捨ててください。 

6. テレインは大学構内ですのでトリムでの出走はご遠慮下さい。また金属製スパイクの

ご使用はご遠慮下さい。 

7. 大会開催が中止された場合も参加費の返却は致しません。 

■交通情報 

東急大井町線/目黒線大岡山駅下車徒歩 1 分 

＊駅を出て左斜め前（南西）すぐが正門です。 

 ＊駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。 

 詳しくはこちら http://www.titech.ac.jp/about/campus/index.html 

正門から会場までは以下の通りです。当日は黄色テープ誘導もございます。 

 

会場内での飲食は可能です。また女子更衣室もご用意しております。 

詳しくは当日の会場案内図をご覧ください。 

http://www.titech.ac.jp/about/campus/index.html


■タイムスケジュール 

時刻 予定 

09：30 開場 

10：00 受付開始 

11：00 トップスタート 

14：00 競技終了・表彰式（予定） 

15：30 会場閉鎖 

 

■競技情報 

1. テレインプロフィール 

大岡山キャンパスはその名に山という文字が入るとおり高低差に富んでおり、坂が非

常に多くあります。また大学キャンパスという性質上、テレイン内は建物であふれて

います。そのため坂を登る登坂力と根性、行く手に立ち塞がる建物をかわす判断力が

勝敗を分けることとなるでしょう。 

2. コース・優勝設定時間・クラス 

コース 優勝設定 コース 優勝設定 

A 16 分 B 15 分 

初心者 10 分 ロマンス 13 分 

F 10 分   

 

東京スプリント O シリーズ対象クラスのコース分け 

クラス コース クラス コース 



M21A A W21A A 

M50A A W50A B 

M35A A W35A A 

M20A A W20A B 

M18A A W18A B 

M15A B W15A B 

M12A B W12A B 

 

3. 競技形式 

ポイントオリエンテーリング スプリント競技 

パンチングシステム：EMIT 社電子パンチングシステムを使用 

4. 地図 

『東京工業大学』2010 年東京工業大学オリエンテーリング部作成 

JSSOM2007 準拠 A4 版タテ 縮尺 1:5000 等高線間隔 2ｍ  

走行可能度 4 段階＋通行不能・禁止の植生 プリンタ出力 ビニール封入済 

5. 受付（事前申込者） 

受付にてバックアップラベルやレンタル E カードを配布しております。よって必ず受

付を通るようお願いいたします。その際エントリーに不備があった方についてもご対

応いたします。マイ E カードを忘れた方は受付にて 200 円でレンタルしております。 

また、郵便振替をご希望された方はお手数ですが受付にてお支払頂けるようお願い致

します。 

6. 受付（当日申込者） 



受付にて申込書に記入の上参加費をお支払下さい。E カード、バックアップラベルを配

布致します。 

クラス 当日申込参加費 東京都スプリント O 

シリーズ 

男女とも 21A、50A、35A、20A 1000 円 対象 

男女とも 18A、15A、12A 800 円 対象 

A、B、ロマンス、F、初心者 800 円 対象外 

レンタル E カードご希望の方は＋200 円となります。 

当日参加の方も MyE カードはご使用頂けます。 

7. スタート 

 会場からスタート地区までは緑テープ誘導 2 分です。 

 スタート地区についたらアクティベートユニットに E カードをセットして動くこ

とを確認して下さい。 

 各自スタート 3 分前になりましたら、出場クラス表示のある 3 分前待機枠にお入

りください。スタート地区の時計は現在時刻を示しております。 

 １分前になりましたら役員がお名前を確認致して、地図を足元に配置します。 

 スタート地区からスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。 

 遅刻した方はスタート地区の役員に申告して、遅刻枠に進んでください。遅刻の

場合でも、運営の責任による場合を除き競技所要時間は予め指定されたスタート

時刻から起算して算出されます。 

8. 競技中 

 競技中の給水はありません。 

 テレイン内には競技上危険な場所があります。当日公式掲示板をご確認ください。



また、主催者の誘導に必ず従ってください。 

 テレイン内には一般の方や車両が通行しています。十分注意の上競技を行ってく

ださい。 

 立ち入り禁止区域には絶対に入らないでください。 

 競技中のテープ誘導は全て赤白テープ誘導です。 

9. フィニッシュ 

 最終コントロールからフィニッシュまで赤白テープ誘導です。 

 パンチングフィニッシュ形式での計時です。 

 E カードは会場計センで読み取りますので、そのまま会場までお戻りください。 

別コースに出走する方も必ず計センで一度読み取ってから２回目の出走をするよ

うにして下さい。 

 レンタル E カードの方は最後の出走の後に回収致します。 

 地図の回収は行いませんので、未出走の参加者に地図を見せたりしない様にして

ください。 

 ゴール閉鎖は 14 時です。競技が終了していなくてもゴール閉鎖時間までにはフィ

ニッシュを通過するようにしてください。 

10. 複数回出走 

本大会は 1 回あたり 200 円にて別コースに出走することが可能です。希望者は受付ま

でお越し下さい。引換券をお渡ししますのでスタートにいる役員にお渡しください。

尚、出走は 11:40 以降（予定）に受付で時刻を指定の上ご出走頂けます。受付にて希

望出走時刻の指定を受けてからスタート地区にお向かいください。E カードはそのまま

お使い頂けます。 

■補足情報 



1. 成績表 

大会終了後、公式サイトと Lapcenter に掲載いたします。200 円にて郵送も受け付け

ております。本部までお越しください。 

2. コンパス 

受付にてコンパスの貸し出しを行います。その際保証金として 2000 円お預かりし、コ

ンパスご返却の際に返金いたします。 

3. E カード 

レンタル E カードの紛失・破損の場合には実費を頂きます。 

4. ビンゴ O 

本大会ではレース終了後にビンゴ O も行っております。11:00～14：00 まで出走出来

ますのでお気軽にご参加下さい。詳しくは当日公式掲示板にてお知らせいたします。 

5. 代走 

本大会での代走はご遠慮ください。 


