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実行委員長 勝山佳恵 

この度は、第１回茨城大学大会にご参加いただきありがとうございます。本大会は日

本学連新規地図事業第 6 弾であり、茨城大学オリエンテーリング部創立 28 年目にして

初の大会開催となります。運営経験のほとんど無い私たちにとって、今回このような機

会をいただけたのはとても有難い事です。オリエンテーリングをする側、だけではなく

オリエンテーリングの場を提供する側、としても関わっていく事で茨大 OLD がさらに

発展していけたらなと思います。 

会場に足を運んでくださった方々に、少しでも多くの『おもてなし』を感じていた

だけるよう運営者一同頑張って参ります。最後になりましたが、後援・協賛をいただ

いた団体や企業、ご協力をいただいた地元の方々、大会開催にあたりご支援くださっ

た全ての方々に厚く御礼申し上げます。それでは、皆様のお越しを心よりお待ちして

おります。 

 

 

(有)ヤマカワエンタープライズ 山川克則 

【最後の１ピース】 

第 1 回茨城大学大会に全国から参加のオリエンティアの皆さん、ようこそ茨城大大

会へ、そして明けましておめでとうございます。さて茨城大学オリエンテーリング部

は創設以来 28 年の歴史を持ちながら、今まで一度も外部向けの大会を開催してこな

かったクラブです。その茨城大が今回このシステムを利用して是非大会開催にチャレ

ンジしてみたいと立ち上がりました。その決意までには、私も何度か誘い、何度も口

説いていたことは公然たる事実です。恋こがれる人を口説き落とすに似たものだった

のかもしれません。まさに世間でよく云われる“山ちゃんのオリエンテーリング愛”の

具現化でした。自ら“大会を開催したい！”本当にそう思ってくれるまで待ちました。

この事業で第 6 弾となりますが、第 1 弾を立ち上げた頃は某巨大クラブの一強状態。

これは全国バランス的にも将来的にも非常にマズイと思って打った政策でしたが、

KOLC とか OC とか筑波大の昨今の隆盛振りをみると新機軸事業（当時の呼称）を始

めてよかったな、と心底思えます。今アクティブな活動を行っているクラブで最後の

大会初主催、茨城大大会は実はその第 1 弾を立ち上げた時に密かに想っていた最初の

ゴールでもありました。勿論これで終わりではありません。でも、あそこが立ち上が

ればひとまずのゴールかなと。 

オリエンテーリングは北欧からの教科書にもある通り、大会に出るのも、大会を開

催するのも同じオリエンティアという非常にユニークで社会性のある（社会性も鍛え

0.ご挨拶 
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られる）スポーツです。この先に大会をどうするか、それに連関してクラブをどう盛

り上げていくか、そのことの方が大切です。この制度は、一見与えられるモノのよう

に見えますが、本当の狙いはこれをきっかけに未来をどう創出していくか、その端緒

に立つお手伝いをする、そんな制度です。（YMOE のページで、そのあらましをいず

れちゃんと説明致します） 

 さて、テレイン開発的にも、これで今回の「矢板高塩」が「矢板幸岡」「矢板山苗

代」「倉掛湧水池」「塩谷田所」と繋がり、5 つのテレインが連携してイベントを開

催することが可能になりました。一週間前の年末に開催した「百八式」は大盛況の様

相でした。 

 学連新規地図作成事業を利用したクラブ振興・大会の企画、学連所有テレインの指

定管理業者として何なりと相談に乗りますので、関心の向きは遠慮なくご相談下さ

い。今回の茨城大大会での取り組みが、外部に向けてもそうした刺激性の高いものに

なるよう成功を祈念して。 

 

  

公式キャラクター「たピ」 
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 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 

 

 

 

 

 協力 

ヤマカワオーエンタープライズ 

 協賛 

「矢板市城の湯やすらぎの里」 

株式会社オーエンス 

ソーカン 

ふぁみりぃ 

 

  

1.大会概要 
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 中止判断 

荒天等による大会中止の最終判断は、当日朝６時に行います。中止の際は大会公式サ

イト及び Twitter で発表します。 

 

 過去の気象情報 

本大会が開催される 1 月 6 日の栃木県矢板市周辺の過去の５年間の気象情報を以下に

示します。 

年/月/日 
気温（℃） 日照時間

(h) 

降水量

(mm) 

平均風速

(m/s) 平均 最高 最低 

2014/1/6 -0.7 6.0 -7.3 8.3 0.0 2.0 

2015/1/6 3.4 8.5 -1.0 0.1 0.5 1.7 

2016/1/6 2.3 7.7 -1.0 0.4 0.0 2.1 

2017/1/6 1.7 7.8 -5.2 9.3 0.0 3.4 

2018/1/6 0.9 8.1 -6.1 8.3 0.0 1.9 

参考元情報：気象庁過去の気象データ 塩谷 http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

 

 タイムスケジュール 

8：45 川﨑小学校体育館 開場 

9：00 当日参加申込開始 

10：30 トップスタート 

11：00 当日参加申込締め切り 

13：00 スタート閉鎖 

    地図販売・欠席者地図返却 

14：00 随時表彰式開始 

14：30 フィニッシュ閉鎖 

15：00 会場閉鎖 
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 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。 

 

 使用地図 

地図:「矢板高塩」（日本学連事業計画第６弾） 

縮尺:1:10000 

等高線間隔:5m 

走行可能度:4 段階表示 

地図表記:ISOM2017 準拠 

コントロール位置説明:JSCD2008 準拠 

地図サイズ:A4(297mm×210mm)、ポリ袋密封済 

地図作成者: 山川克則、宮西優太郎、坂野翔哉、田中徹 

※体験会クラスのみ「川崎城址跡」縮尺 1:2000 を使用します。 

 

 コントロール位置説明表 

 スタート 2 分前枠にてコントロール位置説明表を配布いたします。 

コントロール位置説明表の寸法は 13cm×6cm以内です。 

 

 テレインプロフィール 

「矢板高塩」は、「倉掛湧水池」、「矢板山苗代」、「塩谷田所」、「矢板幸岡」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。 

  

2.競技情報 
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 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) 

 クラス 

クラス 距離(km) 登距離(m) 優勝設定(分) 

M21E 4.3 300m 35-40 

W21E 3.8 240m 35-40 

M21A 3.9 270m 35 

W21A 3.4 200m 35 

M20A 3.3 230m 30 

W20A 2.8 170m 30 

M35A 3.8 240m 30 

M50A 3.3 180m 30 

M60A 2.7 140m 30 

W50-60A 2.7 140m 30 

BL 2.9 165m 30 

BS 2.6 160m 20 

 ※M/W15A、M/W18A、W35Aクラスは申込者がいなかったため廃止致しました。 

 ※W50Aクラスは参加申込人数が少なかったため、W60Aクラスと統合致します。 

※M21E、W21E クラスは要項より優勝設定時間が変更となっております。 

 表彰式 

表彰式は 14 時ごろより、成績が確定したクラスから随時開始します。 

  表彰対象は E クラスのみ 6 位まで、それ以外のクラスは上位 3 位までです。表彰

象の方はアナウンスでお呼びします。 
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・公共交通機関でお越しの方 

     東北本線矢板駅にて降車し、西口より徒歩 30 分。 

    駅からのテープ誘導はありません。 

 

・自家用車でお越しの方 

矢板 IC より県道 30 号を北上。およそ 3.5km 先、右手側に会場である矢板

市立川崎小学校があるので、小学校の校庭へ駐車してください。 

道の入り口に役員が立っておりますので役員の誘導に従ってください。 

校庭に出入りする道は細くすれ違いができないので、車が入ってくる際は校庭か

ら出ることができません。 校庭を出る際は、入る際とは別の出口専用の道を通

ってください。なお、十分な台数分を確保していますので駐車券の発行は行って

おりません。 

  

3.アクセス 
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会場レイアウト 

○ 配布物 

レンタル E カードをご利用の方はお手数ですが、受付までお越しください。 

バックアップラベル、スタート地区までの誘導地図、防寒着の名札は、セルフピッ

クアップとなります。受付にてお取りください。受付横の E カード置き場でご自分

の名前のシールが貼られたカードをお取りください。 

4.会場・受付 
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申込に不備があった方は掲示板にてお呼び出しを致しますので、出走前に必ず受

付までお越しください。 

城の湯様より入浴割引券をいただいております。ぜひ、ご利用ください。 

 

○ 掲示板 

・公式掲示板 

競技に関する情報、変更点をお知らせします。公式掲示板は必ず確認してくださ

い。 

・速報掲示板 

選手が全員出走した後、順次競技の結果をお知らせします。当日はライブ速報を

実施します。 

LapCenter:  https://mulka2.com/lapcenter/ 

 

○ 受付 

 当日申込 

受付時間は 9：00～11：00 です。 

 参加費 
Eカード 

レンタル 

一般 3500円 

+300円 

大学生 

（院生含む） 
3000円 

中・高校生 2000円 

全クラス当日申込には対応しますが、当日参加者は表彰対象外となり、記録は参考記

録となります。ご了承ください。 

 

 代走申請 

本大会では代走を受け付けます。代走を希望する方は出走時刻 30 分前までに

受付へ申し出てください。代走の場合は表彰対象外となり、記録は参考記録

となります。 

https://mulka2.com/lapcenter/
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 E カード変更受付 

マイ E カードを忘れた場合、受付にて 300 円をお支払いの上、レンタル E カ

ードをお受け取りください。 

E カード番号に変更がある方は、受付にて訂正をお申し出ください。 

 T シャツ・パーカー 

T シャツは１枚 1500 円、パーカーは１枚 2600 円で販売します。数に限り

があります。ご了承ください。 

 地図販売 

全コントロール図、各コース図ともに１枚 600 円で販売します。 

12:00 までに受付にて地図販売申し込みをしてください。 

スタート閉鎖(13:00)後、受付にてお渡しいたします。 
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 コンパス貸出 

プレートコンパスを貸し出します。保証金として 3000 円を頂き、返却時に

返金します。 

○ お手洗い 

体育館内、出入口入って左側に男⼥各一か所用意しております。 

○ 更衣室 

体育館内に⼥子更衣室を二か所用意しております。 

○ 注意事項 

 体育館内には一部飲食スペースを設けます。飲食スペース以外での飲食は禁

止致します。 

 ゴミは各自お持ち帰りください。 

 会場内に泥を持ち込まないように注意してください。 

 手洗いの数が参加人数に対して大変少なくなっています。矢板駅、道の駅、

サービスエリア等で済ませてからご来場下さい。 

○ 託児所 

競技から帰って来られるまでの間、専属の役員が託児所にてお子様をお預かりし

ます。料金は無料です。受付にて同意書にご記入の上、お申し付けください。 

対象は 1 歳～6 歳のお子様とさせていただきます。 

 

 

大会当日は 

「ピザふぁみりぃ」さん

による軽食(ピザ・うど

ん・おむすび等)の販売

があります。 

体育館外のテントに是非

お越しください。 
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○ ナンバーカード 

本大会ではナンバーカードを用いません。 

○ 服装 

「矢板高塩」は藪が大変発達しているため、競技のための服装は肌の露出が少な

いものを推奨します。また、金属ピン付きシューズの使用は妨げません。大会当

日は気温が非常に低くなることが予想されます。防寒対策をおこなうことを強く

推奨します。また、万が一熊に遭遇したときのために、熊鈴を携帯することを推

奨します。 

 

会場からスタート 

会場からスタート地区までは地図誘導と青テープ誘導で約 3.5km 約 55 分です。 

会場からテープ誘導開始地点までは誘導の地図を配布いたします。テープ誘導開始

地点からは青色テープ誘導に従ってお進みください。スタート地区間の移動が大変

長距離となっております。時間に余裕をもっての行動をお願い致します。 

ウォーミングアップエリアは設けません。 

スタート地区までの道路は歩道が狭く交通量が多いため通行の際は車道にはみ出な

いようご注意ください。 

スタート地区 

・給水所 

スタート地区に給水所を設けます。 

・遅刻 

遅刻者は遅刻枠からの出走となります。役員の指示に従ってください。原則、スタ

ートリスト記載の時刻から計時し、運営が認めた場合のみ新たな出走時刻を割り当

てて計時を行います。スタート地区閉鎖は 13:00 です。 

・防寒着輸送 

スタート地区から防寒着輸送を行います。お預かりした防寒着は、フィニッシュか

ら会場までの誘導区間で返却します。お取り忘れの無いようにご注意ください。 

・その他 

スタート地区にトイレはありません。 

5.競技の流れ 



14 

 

 

 

スタートレイアウト 

 

  

スタートフラッグへ 

1 分前枠 

2 分前枠 

3 分前枠 

M21E M21A W21E 

W21A 

W20A 

W50-60A 

M20A 

M35A 

M50A 

M60A 

BL 

BS 

① ② ③ ④ ⑤

スタートユニット 

アクティベートユニット 

コントロール 

位置説明表 

地図置き場 
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スタートまでの流れ 

 3 分前 

スタート 3 分前になりましたら、役員による E カードの動作確認、番号確認のの

ち、3 分前枠へとお進みください。 

アクティベートユニットが点灯しない・E カードを忘れた場合は、役員に申し出て

ください。E カードの交換・貸出を行います。 

 2 分前 

スタートの 2 分前になりましたらスタート 2 分前枠にお進みください。コントロー

ル位置説明表を各自クラス別の袋から取り出してください。 

 1 分前 

スタートの 1 分前になりましたらスタート 1 分前枠にお進みください。役員による

E カードの最終動作確認を行います。 

地図の配布はセルフピックアップ方式となっております。クラス名が書かれた箱の

中に地図が入っています。その中からご自⾝のクラスの地図を取り、表の⾯を見な

いように裏を向けたまま足元に置いてください。この時、参加者が地図を取り間違

えても運営者は一切責任を負いませんのでご注意ください。 

スタート 10 秒前の役員の指示で E カードをアクティベートユニットにセットし、

スタートの合図と同時に競技を開始してください。スタートするまで地図は見ない

でください。 

1 分前枠からスタートフラッグまでは赤白ストリーマ誘導に従ってください。 

※スタートの仕方、アクティベートについてなど、何かご不明な点がございましたらお

気軽に係員までお尋ねください。 

競技中 

・計時 

EMIT 社の E カードを使用して計時します。途中で間違ったコントロールをパンチ

してもそのあと正しいコントロールでパンチすれば大丈夫です。万が一電池切れが

生じた場合はバックアップラベルの記録を通過記録として扱いますので、コントロ

ールではしっかり⽳が開くようにパンチしてください。バックアップラベルを紛失

しても失格にはなりませんが、上記の判定が不可能になります。 

 

・競技時間 

競技時間は 90 分です。競技時間を超えてしまった場合、失格となります。速やか

にフィニッシュに向かうようにしてください。 
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・立ち入り禁止 

地図内に表記してある立ち入り禁止区域・私有地には絶対に立ち入らないようお願

いいたします。立ち入りが判明した場合には失格といたします。 

 

・救護所 

テレイン内および会場に救護所を設けます。競技者自⾝で手当てをした場合は競技

を続けることができますが、手当てに役員の手を借りた場合は失格となります。ま

た、救護所に給水を用意します。 

 

・競技中の救護義務 

怪我人を発見した場合は速やかに近くの大会役員までお知らせください。怪我人の

救護は競技よりも優先してください。 

 

フィニッシュ 

最終コントロールからは、赤白テープ誘導に従って進んでください。これに従わな

かった場合は失格とします。パンチングフィニッシュとします。フィニッシュ後は

フィニッシュ地区の役員の指示に従い計算センターを通過してください。 

 

・地図回収 

競技の公平性確保のため、スタート閉鎖時刻（13 :00）まで地図回収を実施いたし

ます。 

会場までの誘導区間の途中で地図を回収します。回収した地図は 13 :00 以降に会

場にて返却いたします。 

 

・フィニッシュ閉鎖 

フィニッシュ閉鎖時刻は 14:30 です。この時間を超えても帰還が確認されない場

合は遭難とみなし、直ちに警察・消防に連絡いたします。 

・その他 

液晶付き E カードを使用した場合、コントロールに記載されている番号と異なる番

号が表示される場合があります。正しい番号はコントロールに記載の番号になりま

す。 

競技を途中で終了する場合は、フィニッシュあるいは会場で必ず帰還を申し出てく

ださい。未帰還者として捜索対象となることがあります。 
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フィニッシュ地区から会場 

フィニッシュから会場までは競技地図の誘導に従ってください。 

会場までの経路はフィニッシュ役員の指示に従ってください。途中で防寒着返却場

所を通りますので、忘れないようにご自分の防寒着をお取りください。 

歩道のない道を通りますので車両の通行にご注意ください。また、横に広がりすぎ

ないようお願いいたします。 
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1． 概要 

日時  大会当日(1 月 6 日)の 10:30 から 13:30 

    雨天決行・荒天中止 

参加費 200 円(小学生及び矢板市・塩谷町民の方)、500 円(その他の方) 

持ち物 タオル・飲み物 

    動きやすい恰好でお越しください。野外での活動になるため、長そで、長ズボ

ン、運動靴を推奨します。川崎小学校体育館内に⼥性更衣室を用意しておりま

す。 

会場  川崎小学校体育館(栃木県矢板市木幡 1646) 

駐車場 川崎小学校グラウンド 

    詳しくは 3．アクセスをご覧ください。 

 

2． 体験会の流れ 

10:00 より体験会場所(川崎城跡公園)への移動を始めます。 

8:30 から 10:00 までの間に受付(体育館内)で参加登録を行い、着替えをお済ませ

の上、10:00 に体育館入り口までお越しください。 

10:30 より川崎城跡公園にて体験会を開始します。 

 

スタート時に地図を１人１枚配布します。スタート順は役員がその場で指示します。 

スタートの合図は役員が声で行います。 

役員の声掛けでスタートした時間が計測開始時間で、地図上に二重丸で描かれるフ

ィニッシュポストに到達した時間が計測終了時間です。かかった時間が記録となり

ます。 

フィニッシュした際、貸し出したコンパスは回収いたします。 

上位 3 名までを表彰します。 

 

3． その他 

体験会の途中で帰宅される際は、近くにいるスタッフに声をおかけください。小学

生以下の場合、原則として保護者の方が同伴しているようにお願いします。 

6.体験会 
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 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 

電話 090-2476-8687 (実行委員長 勝山) 

 

 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加入しますが、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。 

 レンタルEカードを破損又は紛失された場合は、8000円をお支払いいただきま

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。  

7.その他注意事項 

https://taikai-ibadaiold.jimdofree.com/
https://twitter.com/ibarakidai_1st
mailto:ibadai.compe.1st@gmail.com
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役員一覧 

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） 

会計責任者：         籠田 巧也 （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） 

イベントアドバイザー：    八神 遥介 （ときわ走林会） 

地図作成・大会指導：    山川 克則 （ヤマカワオーエンタープライズ） 

宮西 優太郎（宮西山野精図） 

坂野 翔哉 （坂野山遊地図企画） 

 

資材担当者：         中山 泰昌 （茨城大学 2016 年度入学） 

申込受付担当者：       水澤 和大 （茨城大学 2017 年度入学） 

ホームページ担当者：     芝山 直希 （茨城大学 2015 年度入学） 

協賛窓口担当者：       寺本 昌由 （茨城大学 2017 年度入学） 

（以下茨城大学所属） 

会場パート役員：       菅沼 友仁（チーフ） 伊原 智一  島田 侑   

小田桐 正樹  井上 智敦  門馬 宏典  夛田 雄介  

川又 巧也  笹嶋 建吾  中田 裕太  鍋田 航 

スタートパート役員：     豊田 健登（チーフ） 和田 実莉  西川 智美   

富岡 里奈  小室 奈々子  西田 直人  溝井 翔太  

水原 航平 

フィニッシュパート役員：   到津 春樹（チーフ） 伊藤 ひかり  石塚 智也   

大栗 由希  大村 沙耶香  吉田 茉莉枝 

計算センターパート役員：   竹下 晴山（チーフ） 芝山 直希  森田 翔央 

救護給水パート役員：     野沢 星雅（チーフ） 望月 ヤマト  加賀美 将  

               柏谷 翔大  遠藤 優介  根本 真子 

交通整理パート役員：     川﨑 翔（チーフ兼任)  寺本 昌由  元橋 悠季   

山田 直輝 

体験会案内役員：       橋本 花恵（チーフ兼任） 町田奈菜子  ヌラ   

渡辺 花蓮 
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