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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
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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 

Moscow コンパス 

 

■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） 

 

■パートチーフ 

会場班   稲垣善太（早稲田大学 2014 年度入学） 

体験会班   澤口弘樹（早稲田大学 2013 年度入学） 

託児所班   尾崎弘和（早稲田大学 2011 年度入学） 

駐車場班   田村朋宏（早稲田大学 2013 年度入学） 

スタート班  吉澤佳奈（日本女子大学 2014 年度入学） 

フィニッシュ班  澤村健司（東京理科大学 2014 年度入学） 

計算センター班  森泉達貴（早稲田大学 2015 年度入学） 

パトロール班  有賀裕亮（早稲田大学 2014 年度入学）  
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ご挨拶  

■第 37 回早大 OC 大会実行委員長 坂野翔哉 

 

この度は第 37 回早大 OC 大会にご参加いただき、誠にありがとうございました。今大会は

2007 年の 29 回早大 OC 大会での「大地沢」をもとに新しく作成した「しろやまこ」で開催

されました。近年の早大 OC 大会は天気に翻弄されていましたが、久々の晴天に恵まれ、400

名を越える参加者にご参加いただきました。アンケートでは概ね高評価をいただき、オリエン

テーリングの楽しさが未来へとつながるような大会になったのではないかと思います。 

 

今大会では、これまでの伝統を活かしつつ、さまざまな新しい取り組みをいたしました。すで

に恒例となったクラス分けも、今回はトレイルランナーも取り込むべく 4L クラスを新設しま

した。アンケートの回答を促す抽選会、託児所の設置、高校生以下の参加費無料は近年の新し

い伝統になりつつあります。また今大会では、体験会の無料化、早大 OC 所有テレインでの前

日イベント開催、宣伝掲示板や入賞者ルート掲示も行いましたが、どれも大変好評でした。今

回作成された「しろやまこ」についても、早大 OC 大会では「深良財産区」に続く 2 回目の国

土地理院基盤地図情報の活用事例であり、最新基準での地図の新規作成ノウハウが確立できた

と言えるでしょう。その他にも細かな点でいろいろな改善を進めましたが、このような大会が

開催できたのも早大 OC の部員数が増え、各自がきちんと役割を全うしてくれたことに他なり

ません。 

 

しかし課題もまだ多くあります。地図調査者の不足、運営ノウハウ引き継ぎの不十分さ、一部

役員への負担の集中、問題発生時の想定不足、表彰式などの段取りや打ち合わせ不足などが浮

き彫りになりました。また、参加者への注意喚起が不十分で、競技者が一般利用者と接触を引

き起こすアクシデントがあり、現在も対応中です。今大会の開催地は散歩やハイキング、トレ

イルランニング、マウンテンバイクなど様々な利用者のいる里山であり、オリエンテーリング

はその土地の様々な方のご理解とご協力があって競技できているという意識を、絶対に忘れて

はいけません。 

 

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。今後とも早大 OC と早大 OC 大会をよろしくお願

いいたします。 
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■第 37 回早大 OC 大会 イベントアドバイザー 結城克哉 

 

まず初めに、第 37 回早大 OC 大会にご参加いただいた参加者の皆様、ありがとうございまし

た。そしてなにより、運営に関わった早大 OC のメンバー、お疲れさまでした。近くで皆さん

の頑張りを見ることができて、少しでも力添えになれたなら幸いです。 

 

個人的な話になりますが、社会人になって 2 年、インカレを 3 回連続で運営し、その間に全日

本スプリントの運営も兼ねて、正直運営に辟易し始めていた時期でした。そんな中、早大 OC

大会のアドバイザーを引き受けた理由は 2 つありました。1 つ目は、学生大会のアドバイザー

を務めた経験がなかったこと、2 つ目は実行委員長の坂野君に、ぜひともという誘いを受けた

からでした。彼からの誘いがなければ、今回アドバイザーを引き受けることはなかったと思い

ます。 

 

アドバイザーを引き受けるにあたって、大事にしていたことは下記 2 点です。 

①各クラス、適正な難易度・距離のコースを提供すること 

②大会開催に際し、渉外上の大きな問題を回避すること 

この 2 点が守られていれば、大会は成立し、かつ競技者が満足できるクオリティが維持できる

と考えていました。 

①に関しては、競技責任者兼コース設定者である齋藤佑樹君と一緒にずっと頭をひねりなが

ら、大地沢というザ・里山テレインでいかに競技的に面白いコースを組むか試行錯誤しまし

た。2 人であーでもないこーでもないといいながらレッグを一つ一つくみ上げていく作業は苦

しくもありましたが、とても楽しかったです。結果的に、ウィニングは切られたものの、実力

通りの結果を生み出すのに十分な、競技的に面白いコースを提供できたと自負しています。第

37 回 OC 大会のコースは 100%ゆうきでお送りました。 

②に関しては、渉外担当の菱田君を中心に、地元との関係性をうまく取り持ってくれたおかげ

で、安心して大会当日を迎えることができました。当日も山林の中で作業がある箇所はありま

したが、責任者クラスが対応に出てくれるおかげで十分に対応できましたし、アドバイザーは

会場で暇にしているだけでした。1 件、今後の大地沢の使用が危ぶまれる案件がありました

が、そちらも事後に適切な対応をできたおかげで、無事今後も使用できる方向で事態が動きそ

うで、とても安心しています。 

 

アドバイザーからの提言は 2 つ。 



5 

まず 1 つ、学生大会には、学生の「やりたい」が詰まっていること。 

今回の OC 大会では、会場で掲示のあった「地図の成り立ち」や「副題の変遷」など。普通の

大会にありそうでないものが、オリエンテーリングの学生大会には詰まっていると思います。

小さいながらも、自分たちの色を出そうとする、その点にこそ、学生大会の良さが詰まってい

ると思います。 

2 つ目は、問題なく運営できていることがどれだけすごいことか、知ってほしいということ。

要項の不備、マニュアルの不足など、オリエンテーリングの大会で問題が起きることは多々あ

ります。それがない大会というのは、本当に準備された素晴らしい大会なのだと思います。幸

い、今回の OC 大会では大きなトラブルは起こらず、つつがなく運営は終了しました。そのこ

とがどれだけ凄いことか、参加者の皆様には今一度、大会運営の労力とその準備に対する感謝

の意を持っていただきたいと感じます。 

 

長々と書きましたが、私が思うことは一つ。 

オリエンテーリングに関わる人々が、笑顔で、楽しく、オリエンテーリングの大会に参加し、

走ることができること。運営者まで含め、笑顔でいられるなら、とてもよいことだと思いま

す。願わくば来年以降も、運営者・参加者ともども楽しむことができる大会が開催されること

を願っています。 

 

今回の大会は、運営者が全力で準備し、楽しんで、当日参加者も満足していただけた、稀有な

大会だと感じています。もっともっと改善の余地はあったとは思いますが、無事競技が成立

し、報告書を発行できる段階になったことに安心し、協力をしてくださった地元の方々、大会

参加者の皆様、そして運営者の皆には感謝しかありません。一緒に運営出来てよかった。あり

がとうございました。 

 

以上、アドバイザーからの提言でした。  
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入賞者ルート図  
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体験会コース図   
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大会統計  

■参加者数 

 6-1 6-2 6s 5 4 4L 3 体験会 

出走者 83 83 86 36 14 45 11 50 

欠席者 3 8 4 6 5 5 4 0 

事前申込者 82 83 80 37 15 44 10 19 

当日申込者 4 8 10 5 4 6 5 31 

残り枠 8 4 2 0 0 1 0 20 

 

5,4,3 クラスでは用意した当日参加枠が不足し、5,3 クラスでは数名の当日参加者に、希望とは

別のクラスへ参加していただいた。手軽に参加できるテレインの立地と、当日の好天によるも

のと考えられる。事前申込の利用をお勧めするとともに、充分な当日枠を用意したいと感じ

た。 

なお、事前申込をいただき欠席された参加者の地図は、お知り合いの方にお渡ししたか、申込

時の住所へ送付しましたので、ぜひ記念にお受け取り下さい。 

 

■クラス 

クラス 優勝設定時間 実際の優勝者 距離(km) 登距離(m) 

6-1 35 分 33:22 3.3 245 

6-2 35 分 34:34 3.2 245 

6s 35 分 38:23 2.7 190 

5 35 分 35:59 2.5 160 

4L 35 分 41:07 3.6 225 

4 35 分 31:07 2.3 150 

3 35 分 30:15 2.1 125 

 

■成績 

http://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/index.jsp?event=3816&file=1 

を参照下さい。 
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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://japan-o-entry.com/event/view/30

