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体験会に参加される方はこのプログラムではなく、体験会案内を御覧ください。 

  

凹地沢くん 

第 37回早大 OC大会キャラクター 

大地沢の凹地に住む妖精か何か 

穏やかな顔で大会を見守る 

大地沢ちゃん 

2007年に開催された、第 29回

早大 OC大会のキャラクター 

１０年ぶりの大会を楽しみにして

いる 

りょうそ犬 

2016年に開催された、第 36回早大 OC大会のキャラクター 

本大会のキャラクターが色彩に乏しいのでやってきた 

http://occompetition.wixsite.com/37th-oc-comp/blank-3
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大会概要  

■正式名称 第 37回早大 OC大会 

 

■開催日  2017年 2月 19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(早大 OC) 

（早稲田大学・日本女子大学・東京理科大学・学習院大学から構成） 

 

■開催地・会場 神奈川県相模原市緑区 城山湖東部の山林 

「城山湖コミュニティ広場」相模原市緑区川尻 4454 

 

■後援  日本学生オリエンテーリング連盟 

  城山商工会議所 

 

■協賛  浜田製菓 

城山湖里地里山観光振興協議会 

 

■大会役員 

実行委員長  坂野翔哉 （東京理科大学 2014年度入学） 

運営責任者  見目憲秋 （早稲田大学 2013年度入学） 

競技責任者  齋藤佑樹 （早稲田大学 2015年度入学） 

会計責任者  友田雅大 （早稲田大学 2014年度入学） 

渉外責任者  菱田大 （早稲田大学 2015年度入学） 

広報責任者  柴沼健 （早稲田大学 2015年度入学） 

イベントアドバイザー 結城克哉 （東京大学 2009年度入学） 

 

■タイムスケジュール 

会場開場   9:00 

当日申込受付時間  9:00～11:30 

スタート開始時刻  11:00 

スタート閉鎖  13:00 

表彰式・抽選会  14:00 

フィニッシュ閉鎖  14:30 

会場閉鎖   15:30  
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ご挨拶  

第 37回早大 OC大会実行委員長 坂野翔哉 

 

この度は本大会にお申込みいただき、誠にありがとうございます。今年も多くの方にご参加いた

だき、感謝の電撃に痺れております。 

 

本大会の開催地は神奈川県相模原市で、2007年の 29回早大 OC大会での「大地沢」作成から

ちょうど 10年ぶりです。これまで数多くのオリエンテーリング練習会が開催され、初めてのオ

リエンテーリング体験がここだったという方も多いという、愛好家にとっては馴染みのあるテレ

インかと思います。 

 

そんなテレインが、我々独自の調査作図によって、新しい魅力がたくさん発見できるテレインへ

と生まれ変わりました。のちの 10年、さらに先へ、多くの方に愛される地域となってほしいと

思い、このように大会を開催することとなりました。 

 

また、2016年度はオリエンテーリング日本上陸から 50年、早大 OC創部から 40年という大

きな節目の年です。これまで日本のオリエンテーリングを、私たちのクラブを脈々と発展させて

きた先人に感謝し、オリエンテーリングの楽しさを未来へとつなげていくような大会となればと

考えております。 

 

大会の開催に際して、地元の相模原市城山地区の皆様には多大なるご協力をいただきました。こ

の場をお借りして、お礼を申し上げます。以上をもちまして、実行委員長の挨拶とさせていただ

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

会場近くから東京都心を望む  
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交通案内  

■電車とバスの利用でお越しの場合 

JR横浜線・相模線、京王電鉄相模原線 橋本駅または JR横浜線 相原駅が利用できます。 

・橋本駅北口発 途中相原（相原駅から南に 100m）経由 神奈川中央交通バス (毎時 1,2本) 

大戸行乗車約 25分 終点「大戸」停 下車徒歩約 20分(1.2km) 

相原バス停は相原駅西口バス停とは異なります。ご注意ください。 

・橋本駅南口発 神奈川中央交通バス (毎時 2,3本) 

若葉台住宅行乗車約 20分 終点「若葉台住宅」停 下車徒歩約 30分(1.8km) 

 

行きのバス発車時刻表 

 8時 9時 10時 

橋本駅北口発 

大戸行き 

19 59 34 14 54 

相原発 

大戸行き 

29 09 44 24 04 

橋本駅南口発 

若葉台住宅行き 

20 44 08 32 56 20 44 

 

帰りのバス発車時刻表 

 14時 15時 16時 

大戸発 

橋本駅北口/相原 行き 

08 48 28 08 48 

若葉台住宅発 

橋本駅南口行き 

11 35 59 23 47 11 35 59 

 

・バス停から会場への地図 ※下図は地理院地図より作成 

大戸からは、1つ目の丁字路を左に、2つ目の丁

字路を右に曲がります。途中急な登り坂がありま

す。 

若葉台住宅からは、１つ目の信号のある丁字路を

右に曲がり、道なりに進みます。 

途中、会場からスタート地区までの赤色テープ誘

導がありますが、どちらのバス停からも会場への

誘導はありません。ご注意下さい。 

  

http://www.kanachu.co.jp/dia/diagram/timetable/cs:0000800965-1/rt:0/nid:00128969/dts:1486317600
http://www.kanachu.co.jp/dia/diagram/timetable/cs:0000802287-11/rt:0/nid:00128885/dts:1486317600
http://www.kanachu.co.jp/dia/diagram/timetable/cs:0000801850-1/rt:0/nid:00128970/dts:1486317600
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■電車と徒歩でお越しの場合 

・相原駅より徒歩約 70分(およそ 5km) 

p.9立入禁止範囲の地図をよく読みお越しください。 

・高尾山口駅(京王電鉄高尾線)から登山道 徒歩約 2時間(およそ 5km) 

競技者の立ち入りを禁止している競技範囲内近くを通過しますのでご注意下さい。 

この経路については HPに詳細な地図を掲載しました。 

 

■自転車でお越しの場合 

徒歩の場合と同様に p.9立入禁止範囲の地図をよく読みお越しください。 

駐輪場はありませんが、会場で利用者の妨げにならないよう駐輪して下さい。 

原動機付自転車の場合は駐車場をご利用下さい。 
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■自家用車でお越しの場合 

圏央道相模原 I.C.より約 15分 

圏央道高尾山 I.C.より約 20分 

中央道八王子 I.C.より約 30分 

駐車場を充分に用意できる見込みですが、駐車数に限りがあるため、なるべく早くご来場くだ

さい。満車となってしまった場合には近隣駅周辺のコインパーキング等を利用していただく可

能性があります。公共交通機関を利用し、乗りあってご来場下さい。 

 

・駐車場案内 

 

・会場横の駐車場は一般の利用者のため、大会参加者の利用はお控え下さい。 

・駐車場内では、係員の誘導に従って決められた場所に駐車してください。 

・第一駐車場が満車になってしまった場合、それ以降にご来場された方には第二駐車場のご利用

をお願いします。 

・駐車場内での事故やトラブルにつきましては、当方では責任を負いかねます。 

・運転手の方は、会場付近では特に歩行者にお気をつけ下さい。 

・会場付近の道路では、二輪車通行禁止の区間があります。 
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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 

EMIT 社製電子パンチングシステムを使用 

 

■使用地図 2017年 早稲田大学オリエンテーリングクラブ作成 

縮尺   1:10,000 

等高線間隔  5m 

走行可能度  4段階表示 

地図サイズ  A4横(横 297mm×縦 210mm) 

耐水加工   厚さ 0.08mmビニール袋に封入済み 

ビニール袋は横 340mm×230mm 

地図表記   JSOM2007に準拠 

コントロール位置説明 JSCD2008に準拠 

特殊記号   (黒色の✕) 人工特徴物 

    (緑色網掛け)きのこ栽培地 

 

■旧図 

『大地沢』 

2007年 早稲田大学オリエンテーリングクラブ作成 

HPにて旧図を公開しています。 

 

■配布用コントロール位置説明表について 

大きさは最大で横 60mm×縦 140mm 

配布はスタート 2分前枠で行います。 

位置説明表はすべての地図に印刷されています。 

  

http://occompetition.wixsite.com/37th-oc-comp/blank-1
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コース情報 

 

クラス 
優勝設定 

時間 
距離(km) 登距離(m) 

目安 

（従来のクラス分け） 

6-1 35分 3.3 245 M21A,M30A以上 

6-2 35分 3.2 245 M21A,M30A以上 

6s 35分 2.7 190 

W21A以上 

M45A以上 

W45A以上 

5 35分 2.5 160 
M20A 

W20A 

4L 35分 3.6 225 

登山経験者 

トレイルランナー 

など 

4 35分 2.3 150 
M18A 

W18A 

3 35分 2.1 125 
M15A,W15A 

B 

 

コース途中に給水・救護所はありません。 
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■立入禁止範囲 

本大会に参加を予定している方の、競技エリア（下図

赤線で囲まれた範囲）へのオリエンテーリングを目的

とする立ち入りは大会当日まで禁止します。立入禁止

範囲外周の自動車道は競技前の通行が可能です。 

 

範囲を旧地図に表すと右図になります。右図は真北を

上にしているために傾いています。 

※下図は地理院地図より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.gsi.go.jp/
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■気象情報 

本大会が開催される2月 19日の神奈川県相模原市周辺の過去 5年間の気象情報を掲載いたしま

す。本テレインは、この観測地点から南に約 8kmの場所に位置しています。 

観測地点：東京都八王子市 

（北緯 35度 40.0分 東経 139度 19.0分） 

 

八王子 

年月日 
気温(℃) 日照量 

(h)  

降水量

(mm) 平均 最高 最低 

2016/2/19 7.5 15.7 -0.8 9.7 0.0 

2015/2/19 5.5 12.4 -0.4 8.5 0.0 

2014/2/19 1.1 6.3 -4.1 8.8 0.0 

2013/2/19 2.7 6.3 0.4 0.0 7.5 

2012/2/19 0.4 7.2 -5.9 7.2 0.0 

 

表：気象庁「過去の気象データ」を元に作成 

 

城山湖畔の碑  

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
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■周辺案内 

テレインの東に位置する城山湖は、本沢ダムによってせき止められた人造湖で、純揚水式の城山

発電所の一部です。湖の北には町田市最高峰の草戸山（365m）や大地沢青少年センターがあり、

ハイキングやキャンプで賑わい、湖や森の美しさから観光地になっています。地名の城山は津久

井城を指しますが、テレイン内にも小松城の遺構が残っています。会場となるコミュニティ広場

周辺には梅が多く植えられ、湖に沿って整備された登山道や展望台があります。 

 

紅葉の城山湖 

 

 

 

■テレインプロフィール 

テレインは相模原台地と関東山地の間に位置する丘陵地帯です。1989年に「大地沢」として作

成され、2007年の第 29回早大 OC大会でリメイクされた後は、東京近郊でアクセスも良いた

めオリエンテーリングに数多く使われてきました。そして今回、国土地理院基盤地図情報の航空

レーザー測量成果や、Trimble社製 GPSを用いて、10年ぶりに生まれ変わりました。 

地形は南と北の山塊に分かれ、どちらの山塊も東に向かって登る大きな尾根と、発達した小径が

特徴です。南部は比較的緩やかな尾根上の地形、北部は細かい地形が多くあります。藪の濃い箇

所もあり、体力と適切な判断が要求されます。 

 

秋のテレイン内の様子  
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受付  

■事前参加申込がお済みの方 

特に受付の必要はありません。ステージ向かって左側に配布物置き場がありますので名前が書か

れている袋をお持ちください。会場にまだお越しになっていない方の配布物袋は欠席者把握のた

めに持ち出さないようお願いいたします。 

個人配布物袋には以下の物が入っております。各自でご確認ください。万が一、封入物に不備が

ございましたら、お手数ですが本部までお越しください。 

・ゼッケン 

・バックアップラベル 

・レンタルＥカード(対象者のみ) 

・申込不備または返金通知(対象者のみ) 

・地図引換券(申込者のみ) 

・アンケート用紙 

・安全ピン 

・防寒着輸送用の荷札（記名して使用します） 

・大会協賛企業のパンフレット 

 

■当日参加申込の方 

当日申込は 9:00～11:30の間受け付けします。当日参加申込用紙に必要事項を記入していただ

き、受付にてお申し込みください。参加費をお支払いいただき、個人配布物袋をお渡しいたしま

す。その際に、スタート時刻もお知らせします。My-Eカードを使用可能ですので受付の際に番

号をお知らせ下さい。大会中止を含むいかなる理由でも参加費等の返金は致しません。 

※当日申し込みの方も表彰の対象です。 

※地図の枚数には限りがありますので、ご希望のクラスで出走できない可能性があります。予め

ご了承ください。 

 

区分 参加費 
Eカード 

レンタル 

一般 4,500円 
300円 

追加 
大学生(※) 3,000円 

高校生以下 無料 

体験会 無料 なし 

※大学院生を除く 
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■代走者受付 

代走希望者は、申込者の配布物袋をお取りになって、受付にお越しください。 

 

■用具貸出 

申し込み用紙に記入の上、受付にて無料で貸出用コンパスを用意致します。数に限りがあります。

コンパスの破損や紛失は 3,000円を頂きます。また、レンタル Eカードの破損や紛失は 9,000

円を頂きます。 

 

■事前申込内容変更 

My-Eカード番号変更などの事前申込内容の変更は申し込み用紙に記入の上、受付までお越しく

ださい。レンタル Eカードを使用される場合は 300円をお支払いの上、レンタル Eカードをお

受取りください。 

 

■申し込み不備訂正 

個人配布物袋に申込不備通知が入っていた方は申込内容に不明な点または代金の過不足があり

ましたので受付までお越しください。 

 

■日本学連賛助会員の方 

日本学連賛助会員の方は、特典の品として、本大会で使用するコースの全コントロール図をお渡

しいたします。個人配布物袋に入れました地図引換券をお持ちの上、グッズ販売までお越しくだ

さい。なお特典の受け取りは 13:00以降とさせていただきます。ご了承ください。クラスが複

数のコースに分割される場合の販売地図は、販売時に希望のコースをお知らせ下さい。 

 

■第 36回早大 OC大会での各クラスの優勝者の方 

前回大会の景品とさせていただいた無料招待券は、受付にて招待券と交換で返金をさせていただ

きます。本部受付までお越し下さい。 
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会場  

 

 

■受付 

当日参加申込、体験会申込、代走者受付、コンパス貸出、事前申込内容変更、申し込み不備訂正

を承ります。体験会に参加される方は必ず本部にお越しください。体験会の詳細は HPに別途掲

載されている体験会案内を御覧ください。 

 

■グッズ販売 

大会公式グッズを販売いたします。Tシャツ 1300円、各コース・全コントロール地図 400円

で販売いたします。無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。地図引換券

をお持ちの方はこちらにて引き換えいたしますが、Japan-O-entrYで地図販売を希望された方

は地図代金の支払いをされていませんので、地図引換券とともに申込不備通知を同封させていた

だいております。ご了承ください。 

 

■配布物置き場 

事前参加申込がお済みの方の個人配布物を用意いたします。参加者ご自身で、記名された袋をお

取り下さい。会場にまだお越しになっていない方の配布物袋は欠席者把握のために持ち出さない

ようお願いいたします。 

 

■公式掲示板・結果速報 

本部横、表彰台の下に公式掲示板を設置いたします。競技に関する情報・結果速報はこちらでお

伝えします。 

 

■女子更衣室 

女子更衣室用のテントを用意いたします。 
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■トイレ 

会場内に仮設トイレ(男性用 4棟、女性用 2棟)設置いたします。会場横の駐車場にもトイレはあ

りますが、使用を禁止します。 

 

■救護所 

会場内に救護所を設置いたします。競技中にこちらを利用した場合は失格といたします。 

 

■企画 

本大会にまつわる裏話などを展示する予定です。 

 

■荷物置場 

雨天時用に荷物置場用テントを設置いたします。スペースには限りがありますのでここには留ま

らないでください。また、地図返却、防寒着輸送の返却もこちらで行います。 

 

■オリエンテーリング用具販売 

O-Ajariさま、Moscow Compassさまによるオリエンテーリング用品の販売が行われる予定で

す。 

 

■特産品販売 

地元の方による野菜・飲み物などの販売をいたします。 

 

■託児所 

託児所としてテントを設置いたします。ご利用の方は、託児所まで直接お越しください。同意書

を記入していただいた後、お子様をお預かりいたします。 

 

■アクティベート 

Eカードの動作確認用にアクティベートユニットを設置いたします。スタート地区への誘導兼フ

ィニッシュからの誘導はここを始点とさせていただきます。 

 

■大会アンケート 

個人配布物の中にアンケート用紙を封入いたします。本部受付にて役員が回収し、抽選券と交換

いたします。Googleフォームを利用し、インターネット上でもアンケートに回答できます。イ

ンターネット上で回答いただいた方は回答完了画面を提示頂ければ抽選券をお渡しいたします。 

！！今年も豪華な景品が当たる抽選会を開催します！お楽しみに！！ 
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■会場利用の諸注意 

・大会会場内での飲食を認めます。ごみは全て自分で持ち帰り、会場を汚さないようご協力をお

願いします。汚した場合には掃除をお願いします。 

・テレイン及び施設を傷つける行為は行わないでください。 

・会場となる広場に荷物置場としてのシート等の準備はいたしません。参加者個人で雨天時の対

策をお願いいたします。 

・水道の手洗場としての利用は可能ですが、汚れた靴や泥の付着したものを洗うことはできませ

ん。一般の方の迷惑とならないようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の様子  
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競技の流れ  

■スタートに向かう前に 

ゼッケンは、胸に安全ピンで見えるように四隅を留めてください。ゼッケンをつけていない方の

出走はできませんので会場を出る前にご確認ください。 

出発前は Eカード・バックアップラベル・コンパスを所持しているか再度確認し、お手洗いを

済ませてから出発してください。スタート地区にトイレはありません。 

アクティベートユニットは会場中央にありますが、スタート地区にも用意しております。 

 

■スタート地区まで 

会場からスタート地区まで赤色テープ誘導で徒歩 35分です。 

スタート地区に向かう際に道路を通行・横断しますので通行車両に注意してください。また、道

に広がって歩くなど、一般の方の通行の妨げにならないようにしてください。 

 

■スタート地区レイアウト 
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■スタートの流れ 

・3分前枠 

枠の手前のアクティベートユニットにて Eカードの動作確認の後、ゼッケンの色に従いクラス

ごとに枠へ入り、役員から Eカード番号のチェックをうけてください。万が一、動作確認時に

ランプが点灯しなかった場合は、役員へお伝えください。予備の Eカードをお貸しします。こ

の場合、会場にお戻りの際にレンタル Eカード代金 300円をいただきます。 

 

・2分前枠 

必要でしたら枠内の袋よりコントロール位置説明表をお取りください。 

 

・1分前枠 

レーン目の前にクラスごとに地図が置かれていますので、自分の出走するクラスの地図をお取り

ください。出走するクラスと異なる地図を取って出走しますと失格となりますのでご注意くださ

い。スタート 10秒前になりましたら Eカードをスタートユニットにセットし、スタートチャイ

マーの合図と同時に離し競技をスタートしてください。 

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に従ってください。スタートの際に、

どのスタートユニットを選んでも構いません。譲り合ってお選びください。 

 

■遅刻について 

遅刻者は遅刻枠からの出走ができますが、役員に従い、運営の都合に合わせた時間でのスタート

となります。競技タイムはスタートリスト記載の正規時刻から計算します。ただし、運営者側の

過失による場合はこの限りではありません。スタート閉鎖時刻は 13:00です。スタート閉鎖後

の出走は認めません。 

 

■防寒着輸送 

荷物の輸送を行います。個人配布物袋に同封されている荷札に記名し持ち物につけた上で、スタ

ート地区の防寒着輸送用袋に入れてください。荷物は防寒着などに限り、大量の荷物の輸送はで

きません。役員が会場まで輸送し、荷物置き場テントにて返却します。なお取り間違い等による

紛失に関しては、運営者は一切の責任を負いません。忘れ物にもご注意下さい。ご了承ください。 

 

■給水所 

スタート地区に給水がございます。ご自由にお飲みください。 
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■競技方法 

・EMIT社の電子パンチング計時システム（Eカード）を使用します。 

・1番コントロールから順番に回り、ユニットにＥカードをはめてください（パンチ）。 

・同じ番号のコントロールを続けて 2回以上パンチした場合、最初のパンチのみが記録されま

す。 

・途中で間違ったコントロールをパンチした場合は、その後正しいコントロールをパンチしてく

ださい。 

・Ｅカードが正常に作動しなかった場合、バックアップラベルでコントロールの通過が確認でき

れば完走とします。Ｅカードを紛失した場合は失格となります。 

・バックアップラベルの紛失は失格にはなりませんが、Eカードの読み取りができなかったとき

に、ラベル穴の痕跡による完走の確認ができなかった場合に失格となります。ラベルを Eカ

ード本体にテープ等で補強することを推奨します。 

 

■競技中の注意 

・競技時間は 90分です。競技時間を越えた場合は失格になりますので競技を中断し、速やかに

フィニッシュへ向かってください。またフィニッシュ閉鎖時刻(14:30)までには必ずフィニッ

シュを通過してください。 

・服装や靴は公序良俗に反さない物を着用して下さい。長袖長ズボン等の着用と、落ち葉等でも

滑りにくい靴を推奨します。また当日は気温が低くなることが予想されます。防寒着の持参を

推奨いたします。 

・怪我をした場合、会場およびスタート地区の救護所にて簡単な応急処置をいたします。競技中

の方が役員から手当てを受けた場合、失格となるのでお気を付けください。 

・地図上で立入禁止と表記された範囲には、絶対に立ち入らないでください。 

・競技エリアではイノシシが多く生息しています。日中は活動していないため遭遇の危険は少な

いですが、捕獲用の罠が多く設置されています。罠は踏んだイノシシの足にはまるもので、靴

を履いた状態での危険は少ないものですが、当日に会場の公式掲示板にて詳細な注意告知を行

います。ご確認下さい。 

 

■立入禁止区域 

テレイン内には民家や私有地等が点在しています。これらの区域への立ち入りが発覚した場合は

理由を問わず失格とします。一部境界がわかりにくい場所には青黄テープが張られており、地図

上においても立入禁止区域の境界として図示されています。 

また、地図に記載できない小さな立入禁止箇所にも青黄テープが張られていますが、こちらも通

行や立ち入りは禁止であり、当日会場の公式掲示板にて詳細な注意告知を行います。 
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■競技中の救護義務 

けが人の救護は競技より優先されます。けが人を発見した場合は速やかに場所・状況を近くの役

員まで報告してください。役員は、スタート地区・フィニッシュ地区および会場にいます。 

 

■フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導に従ってください。Eカードをフィ

ニッシュユニットにはめた時点で計時します。 

・フィニッシュ後は役員の指示に従い、黄色テープ誘導を辿って計算センターを通過してくださ

い。フィニッシュ通過後は競技に復帰することができません。 

・競技の公平性のため、スタート閉鎖(13:00)以前にフィニッシュされた方の地図を回収いたし

ます。 

・全コントロールを通過していない場合もフィニッシュ閉鎖(14:30)までに必ずフィニッシュを

通過してください。棄権する場合も必ずフィニッシュを通過してください。フィニッシュ通過

が確認されなかった参加者は捜索対象になります。 

 

■競技後 

・競技終了後に未出走者に競技情報を伝達することを禁止します。 

・Eカードを読み取り後、コントロールの不通過が判明した場合、不通過箇所をお伝えします。

疑問がある場合は本部にお問い合わせください。特に問題がない限り、その場で Eカードを

返却いたします。また、レンタル Eカードは計算センターで回収いたします。 

・計算センターの通過後はスタートまでの赤色テープ誘導を逆向きに辿って会場にお戻り下さい。

競技中の参加者の妨害となるので、フィニッシュ後に競技エリアへの立ち入りを禁止します。 

・会場荷物置き場テントでは随時、スタート地区から輸送した防寒着を返却します。また、スタ

ート閉鎖(13:00)以降には地図返却も行います。各自ご自身のものを忘れずお持ち帰り下さい。 

・競技後は会場周辺の神社や梅園、城山湖周辺の展望台、登山道など競技エリア外の観光や散策

が可能です。 

 

■成績速報 

スタート閉鎖後、成績速報を会場内の速報所に随時掲示します。成績表・ラップ解析は大会 HP

及びラップセンターに掲載いたします。 

 

■表彰式・抽選会 

表彰式は成績が確定したクラスより順次行っていきます。表彰人数は各クラスの上位 3名と女

性 1位とします。放送にてお呼び出しいたしますので本部前までお越しください。 

表彰式の合間に抽選会を行います。抽選会の参加方法は、アンケートを記入して出すだけ！抽選

券と交換いたします。お楽しみに！ 

http://occompetition.wixsite.com/37th-oc-comp/
http://occompetition.wixsite.com/37th-oc-comp/
http://mulka2.com/lapcenter/
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■欠席者地図返却 

欠席者と同じクラブの方やお仲間の方に欠席者地図をお渡しできます。欠席者本人にお届けをお

願いいたします。地図返却は 13:00以降を予定しておりますが、状況により前後する場合があ

ります。ご了承ください。返却できなかった欠席者地図は後日郵送いたします。 

 

■地図販売 

13:00よりグッズ販売テントにて地図販売を開始します。地図引換券をお持ちの方は、地図を

お受け取りください。また事前申し込みをされていない方はグッズ販売テントに直接お越しくだ

さい。 

 

■調査依頼・提訴 

調査依頼・コントロール通過に関する説明は本部で伺います。本部の回答に疑問がある場合、提

訴を行うことができます。調査依頼・提訴は、どちらも本部にて文書でお伝えください。フィニ

ッシュでは受付をいたしません。調査依頼の期限は 15:00、提訴の期限は調査依頼の回答が掲示

されてから 30分以内とします。回答の結果は、依頼･提訴人に文書で伝えたうえ、公式掲示板

に記載します。 

 

 

橋本駅の朝焼け  
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注意事項  

・プログラムに変更があった場合は公式掲示板にて告知を行います。 

・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します。ただし、競技の記録お

よび大会で撮影した写真は大会公式ホームページなどに掲載することがあります。 

・不測の事態により大会開催が不可能と判断された場合は、当日の朝 6:00までに大会 HPと公

式ツイッターにて大会中止をお知らせ致します。 

・競技エリア外、高尾山方面の山林で熊の目撃情報がありました。動物よけのため、また競技中

の緊急時に自分の場所を知らせるため、熊鈴や笛など音が出るものの携行を推奨します。 

・主催者側でスポーツ保険に加入しておりますが、参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損

害について主催者側はその責任を負いません。補償額には限りがあります。各自で保険に加入

し健康保険証の持参を推奨します。 

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

また、地元の方の迷惑になるような行動は慎んでください。 

・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、主催者側で責任を負うことは出

来かねます。予めご了承ください。 

 

 

 

お問い合せ先  

大会公式ホームページ http://occompetition.wixsite.com/37th-oc-comp 

大会公式メールアドレス wuoc.competition@gmail.com 

大会公式 Twitter  @wuoc_comp_37 

団体申込受付連絡先 wuoc.competition@gmail.com 

個人申込受付サイト https://japan-o-entry.com/event/view/30 

 

  

http://occompetition.wixsite.com/37th-oc-comp/
https://twitter.com/wuoc_comp_37
https://twitter.com/wuoc_comp_37
http://occompetition.wixsite.com/37th-oc-comp
https://twitter.com/wuoc_comp_37
https://japan-o-entry.com/event/view/30
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早大 OC！ 

早稲田・日本女子・東京理科・学習院 

OCいいとこいちどはおいでよ 

広告 


