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第 1 回 

茨城大大会 
要項２.２ 

2018 年 11 月 8 日  発行 

2018 年 11 月 14 日  修正 

2018 年 12 月 5 日  修正 

要項 2.1 から頁 7 にパーカー画像を追加しました。 

2019   1/6 SUN 
NEW マップ「矢板高塩」で開催！ 

(日本学連新規地図事業第６弾) 

大会キャラクター決定！ 

  

大会公式キャラクター「たピ」 
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1. 大会概要 

◆ 正式名称  第１回茨城大学オリエンテーリング大会 

◆ 開催日  2019 年 1 月 6 日(日) 雨天決行・荒天中止 

◆ 開催地  栃木県矢板市 

◆ 会場  矢板市立川崎小学校 

◆ 主催  茨城大学オリエンテーリング部（茨大 OLD） 

◆ 役員 

⚫ 実行委員長：   勝山 佳恵 （茨城大学 2015 年度入学） 

⚫ 運営責任者：   奥尾 優理 （茨城大学 2015 年度入学） 

⚫ 競技責任者：   七五三 碧 （茨城大学 2016 年度入学） 

⚫ 渉外責任者：   川﨑 翔  （茨城大学 2015 年度入学） 

⚫ 広報責任者：   橋本 花恵 （茨城大学 2017 年度入学） 

⚫ 会計責任者：   籠田 巧也 （茨城大学 2015 年度入学） 

⚫ イベントアドバイザー：  八神 遥介 （ときわ走林会） 

 

 

◆ 後援 

日本学生オリエンテーリング連盟 

関東学生オリエンテーリング連盟 

栃木県オリエンテーリング協会 

矢板市 

矢板市教育委員会（予定） 

ヤマカワオーエンタープライズ 

 

◆ 協賛 

城の湯 

ソーカン 

ふぁみりぃ 

 

◆ タイムスケジュール（予定） 

9：00 開場 

10：30 トップスタート 
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2. 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） 

全クラスにおいて EMIT 社製電子パンチシステム（E カード）を使用します。 

 

◆ 地図 

「矢板高塩」（日本学連新規地図事業第６弾） 

作成年：2018、縮尺：1:10000、等高線間隔:5m、走行可能度:4 段階表示、ISOM2017 準拠、

地図サイズ：A4(297mm×210mm) 

※体験会クラスのみ「川崎城址跡」縮尺 1:2500 を使用します。 

 

◆ テレインプロフィール 

「矢板高塩」は、「倉掛遊水地」、「矢板山苗代」、「塩谷田所」に囲まれた、矢板最後の 1

ピースであるニューテレインです。標高は 200～300m 程の里山テレインで、東側と西側に

ある耕作地に囲まれています。尾根のラインが幾分にも分岐する典型的栃木テレインと言

えるでしょう。植生は全体的に濃く見通しの悪い部分が多いため、高度なナビゲーションが

求められます。しかしながら、一部では神エリアと呼ばれるスーパーA 藪が広がる区域が存

在するため、爽快に走ることができます。それぞれのエリア毎にナビゲーションとスピード

の緩急が求められるテレインです。 

 

◆ 立ち入り禁止区域 

本大会に参加を予定している方は、以下に示すエリアへのオリエンテーリング⽬的での

立入りを、大会終了時まで禁止します。ただし、立入禁止区域周辺道路の通行および立入禁

止区域内の商業施設の利用は妨げません。 

・栃木県矢板「矢板高塩」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(地理院地図電⼦国⼟Web) 
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◆ クラス 

クラス 参加条件 優勝設定 

M/W21E 無制限 35分 

M/W21A 無制限 35分 

M/W20A 20歳以下 30分 

M/W35A 35歳以上 30分 

M/W50A 50歳以上 30分 

M/W60A 60歳以上 30分 

M/W18A 18歳以下 30分 

M/W15A 15歳以下 30分 

BL 無制限 30分 

BS 無制限 20分 

体験会 どなたでも 
 

 

◆ クラス選択についての諸注意 

・年齢は 2019 年 3月31日時点のものとします。 

・体験会クラスは男性・女性どちらでも出走できます。 

・原則として、M クラスは男性用、W クラスは女性用となっております。ただし、女性

の M クラスへのエントリー・出走することを妨げません。 

・当日参加をされる方も上記クラスと同一コースでの出走となります。 

・参加者の人数によりクラスの統合及び同一クラス内でレーン分けが行われる場合があ

ります。 
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3. 参加費 

 

 参加費 
Eカード 

レンタル 

プログラム

郵送 
当日参加 

一般 3000円 

+300円 +500円 

+500円 

大学生 

（院生含む） 
2500円 

中・高校生 1500円 

体験会 

500円 

（矢板市民、塩谷町

民、及び小学生以下は

200円） 

当日参加のみ受

け付け 

 

◆ 参加費に関する注意事項 

 Eカードのレンタルをおこないます。レンタル代は１つ300円となります。Eカード 

のレンタルを希望される場合、エントリー時にお伝えくだい。 

 貸出用コンパスを用意いたします。なお、貸出時に保証⾦として当日3000 円をお預

かりいたしますのでご了承ください。（コンパス返却時にお返し致します。）貸出用

コンパスを希望される場合、エントリー時にお伝えください。なお、体験会クラスに

参加される方はコンパスの保証⾦は必要ありません。（代わりに連絡先を受付で記載

していただきます。） 

 プログラムの郵送を希望される場合は、エントリー時にお伝えください。 

 体験会クラスは当日参加のみ受け付けます。参加費は当日受付でお支払いください。

なお、矢板市市民、塩谷町民、及び小学生以下の方は参加費が200円となります。 
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4. 交通案内 

◆ 会場 

矢板市立川崎小学校 〒329-2142 栃木県矢板市木幡 1646 

 

◆ 自家用車でお越しの方 

川﨑小学校のグラウンドを駐車場として利用できます。 

 

◆ 公共交通機関をご利用の方 

JR 東北本線「矢板駅」から徒歩約 35 分。 

申し訳ありません、今回はバス輸送を行いません。 

自家用車でのご来場を推奨いたします。 

 

 

5. エントリー 

 

◆ 申し込み方法 

エントリーにつきましては JOY（Japan-O-entrY）にて受け付けております。 

ご記入の上お申し込みください。申し込み締め切りは12/17です。 

参加費はサイト内の案内に沿ってお支払いください。払い込み締め切りも12/17です。 

エントリー用 URL( https://japan-o-entry.com/event/view/206 ) 

 

◆ 申込み・参加費振込締め切り日 

２０１８年 １２⽉１７⽇ (⽉) 

 

・大会中止を含め、いかなる場合でも参加費等の返⾦は致しません。 

 

◆ 申し込みに関するお問い合わせ 

エントリー担当：水澤 和大 

メール：ibadai.compe.1st@gmail.com 

（申し込みに関するお問い合わせも大会用メールアドレスへご連絡ください。） 

  

https://japan-o-entry.com/event/view/206
mailto:ibadai.compe.1st@gmail.com
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6. 大会 T シャツ＆パーカー 

本大会では、T シャツとパーカーの 2 種類を販売いたします。 

値段は全サイズ（S,M,L,LL）共通で T シャツ：1500 円、パーカー：2600 円となっており

ます。 

 

 

なお、T シャツ及びパーカーはエントリー時に予約することができます。エントリーの代

⾦と一緒にお支払いいただき、大会当日受付にてお渡しいたします。大会を欠席された場合、

申し込み代表者の方の住所へ郵送させていただきます。 

当日も販売をおこないますが、数に限りがございますので、エントリー時に予約していた

だくことをおすすめします。 

T シャツ 

 

パーカー 
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7. その他 

・要項および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。変更があった場合、公式サイトにて変更箇所を公表します。 

・テレイン及び会場は火気厳禁です。 

・傷害保険は主催者が締結しますが、補償額に限度がございます。ご自身での傷害保険へ

の加入を推奨します。また各自で健康保険証の持参を推奨します。 

・地図上で立ち入り禁止と表記される範囲には、絶対に入らないでください。 

・会場周辺の道路は駐車禁止です。指定した駐車場をご利用ください。 

・公序良俗に反する服装はお控えください。 

・運営の妨害とみなされるような行為・公序良俗に反する行為があった場合、失格となり

ます。 

・貴重品などの管理は各自でお願いします。盗難などについて、主催者側は責任を負いま

せん。 

・参加者が自分自身、あるいは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

ません。 

・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。 

・地元の方の迷惑になるような行動は慎んでください。 

・申し込みの際にいただいた個人情報は本大会の運営のみに使用いたします。 

なお記録及び大会で撮影した写真や動画は大会広報などに掲載することがあります。 

 

8. 連絡先 

◆ 大会 Web サイト 

https://taikai-ibadaiold.jimdofree.com/ 

 

◆ 公式 Twitter 

https://twitter.com/ibarakidai_1st 

 

◆ お問い合わせ 

ibadai.compe.1st@gmail.com 

(実行委員長 勝山) 

https://taikai-ibadaiold.jimdofree.com/
https://twitter.com/ibarakidai_1st
mailto:ibadai.compe.1st@gmail.com
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