
第一回東工大大岡山スプリント 要項（ver. 2.１） 

☆大会の概要☆ 

開催日 
2010 年 9 月 5 日（日） 

雨天決行・荒天中止 
連絡先 

tokyotecholt☆gmail.com 

（☆→@） 

場所 
東京工業大学大岡山キャン

パス 
連絡先（当日） 090-5399-9340（井上） 

会場 
大 岡 山 キ ャ ン パ ス 本 館

H111（女子更衣室あり） 
主催 

東京工業大学 

オリエンテーリング部 

 

【大会役員・連絡先】 

大会責任者 井上舞 （東京工業大学 2008 入学） 

競技責任者 大嶋拓実 （東京工業大学 2008 入学） 

渉外責任者 小林涼介 （東京工業大学 2009 入学） 

問い合わせ先 tokyotecholt☆gmail.com（☆→@） 

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当日朝 5 時より確認できます。 

【後援】 

東京都オリエンテーリング協会（申請中） 

関東学生オリエンテーリング連盟（申請中） 

東京工業大学学生支援課（申請予定） 

【協力】 

田中裕也（東京大学オリエンテーリング部） 

【アクセス】 

東急大井町線/目黒線大岡山駅下車徒歩 1 分 

＊駅を出てすぐ左斜め前が正門です。 

＊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 

 

☆競技関連☆ 

【競技規則】 

日本オリエンテーリング競技規則に基づく 

【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 社製電子パンチングシステムを使用（My E-card の使用可能） 

http://tokodaisprinto.web.fc2.com/
http://www.titech.ac.jp/about/campus/index.html


【地図】 

JSSOM 対応 プリンタ出力 縮尺 1/5000 等高線間隔 2ｍ 

走行可能度 4 段階 コース印刷済み ビニール袋入り 

【テレインプロフィール】 

関東の大学では屈指の広さを誇る東工大大岡山キャンパスで初のスプリント大会が開か

れる。 

起伏に富んだキャンパスではルート判断力やナビゲーション能力だけでなく気合と根性が

求められる。 

さらに肝心のアクセスは、渋谷駅から約 15 分の大岡山駅から徒歩 1 分という最高の立地

である。 

【クラス】 

＊東京スプリント O シリーズに指定していただけることになり、要項 ver. 1.0 から大幅に

変更があります。ご注意ください。 

クラス 距離 クラス 距離 資格 

東京スプリント O シリーズ対象コース  

M21A 3km W21A 3km 無制限 

M50A 3km W50A 2km 50 歳以上 

M35A 3km W35A 3km 35 歳以上 

M20A 3km W20A 2km 20 歳以下 

M18A 3km W18A 2km 18 歳以下 

M15A 2km W15A 2km 15 歳以下 

M12A 2km W12A 2km 12 歳以下 

一般コース  

A 3ｋｍ 上級者向け 

制限なし 

B 2ｋｍ 中級者向け 

ロマンス 2.5km 登坂力に自信のある方向け 

F 1.5ｋｍ 大学１年生向け 

初心者 1.5ｋｍ 初心者向け 

＊ 距離は予定ですので変更される可能性もあります。 

＊ 年齢は平成 23 年 3 月 31 日時の年齢です。 

＊ M21A、W21A、M50A、M35A、W35A、M20A、M18A のコースは一般コース

A と同じです。 

＊ W50A、W20A、W18A、M15A、W15A、M12A、W12A のコースは一般コース

B と同じです。 

＊ 競技時間内でしたら、1 コースあたり＋200 円で参考記録ながら他のコースにもご出

走頂けます。本部までお申し付け下さい。 



予め申込時に他コース出走の旨を伝えていただければ必ず地図をご用意できますが、当

日申し出ですと地図の枚数の関係上 

カラーコピーになる可能性もございますがご容赦下さい。 

  なお他コースとして御出走頂けるのは一般コースのみになります。 

＊M２１A クラスへの女性の出走は可能です。 

＊その他お楽しみコースもご用意する予定です。詳しくはプログラムにてご確認ください。 

 

【タイムスケジュール】 

時刻 予定 

9:30 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 

15:30 会場閉鎖 

 

☆ 大会申込情報☆ 

【参加費】 

 事前申込 当日申込 

男女とも 

21A・50A・35A・20A 

800 円 1000 円 

男女とも 

18A・15A・12A 

600 円 800 円 

A・B・ロマンス・F・初心者 600 円 800 円 

他コース出走は 1 コースあたり＋200 円です。 

レンタル E カードは＋200 円です。 

【申込締切】 

8 月 26 日（木） 

【申込方法】 

1. メール申込（推奨） 

大会公式サイトにあるエクセルファイルに必要事項を記入の上、tokyotecholt☆

gmail.com （☆→@）宛に添付してください。 

3 日以内にこちらから返信が無い場合、お手数ですが同アドレスにご連絡下さい。 

振込先は、 

 

銀行口座 三菱東京 UFJ 銀行 上大岡支店（店番 262） 

 普通 0066562 口座名義 イノウエマイ 



 

です。振込手数料は各自ご負担下さい。 

振込が行われてから１週間以内には過丌足など御連絡いたします。 

＊郵便振替口座については後日更新いたします。郵便振替希望の方は少々お待ちくださ

い。 

2. 郵便申込 

郵便申込ご希望の方は 090-5399-9340（井上携帯）にご連絡下さい。折り返しご

連絡いたします。 

 

☆補足情報☆ 

【プログラム等】 

 開催日の 1 週間前までに公式サイト上にて公開いたします。 

 郵送をご希望の方は申込みの際、「プログラム郵送」の欄に○をご記入下さい。 

 （郵送料金：200 円） 

【成績表】 

 大会終了後、公式サイトにて公開いたします。 

 郵送をご希望の方は申込みの際に「成績表郵送」の欄に○をご記入下さい。 

 （郵送料金：200 円） 

【その他】 

・ いかなる理由があっても参加費の返金は受け付けかねます。 

・ 受付にてコンパスの貸出を行います。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。 

・ レンタル E カードの紛失・破損の際には実費を頂きます。 

・ 怪我に備え保険証のコピーを持参することを推奨いたします。尚本大会で主催者側

は傷害保険に加入しておりませんのでご注意下さい。 

・ 大学構内を走りますので、金属製スパイクの使用はご遠慮下さい。 


