
 

  

                                      

発行日：2022年 1月５日 

大会概要 

 

正式名称 

第 26回千葉大学オリエンテーリング大会 

開催日 

2023年 2月 18日(土) 雨天決行・荒天中止 

開催地 

篠崎公園(新規テレイン) 

 

会場 

篠崎公園 11号地（青空会場）※女性用更衣室有り 

（https://goo.gl/maps/dunrXy2dbtyKZ3eH9） 

 

主管・主催 

千葉大学体育会オリエンテーリング部 

 

大会役員 

実行委員長            森下遥(千葉大学 2020年度入学) 

競技責任者/コース設定者   真家遼介(千葉大学 2020年度入学) 

運営責任者            大六野祐斗(千葉大学 2020年度入学) 

渉外責任者            寺町俊輝(千葉大学 2020年度入学) 

会計責任者            杵渕雅也(千葉大学 2020年度入学) 

広報責任者            佐藤裕太(千葉大学 2020年度入学) 

協賛責任者            佐藤宏紀(千葉大学 2020年度入学) 

イベントアドバイザー       宮本樹(京葉オリエンテーリングクラブ) 

 

後援 

関東学生オリエンテーリング連盟 

日本学生オリエンテーリング連盟 

 

協賛(現時点) 

O-Support 

株式会社ブライトコンパス 

株式会社ニチレイ 

第 26回 千葉大大会 要項 2.0 

日本ランキング対象大会＆関東パークＯツアー2022対象大会 

https://goo.gl/maps/dunrXy2dbtyKZ3eH9


タイムテーブル 

 

9:00        開場＆当日申し込み受付開始 

10:00      午前の部トップスタート＆午前の部当日申し込み受付終了 

13:00      午後の部トップスタート＆午後の部当日申し込み受付終了 

16:30      閉場 

※当日スケジュールは変更となる可能性がございます。 

アクセス 

 

公共交通機関をご利用ください。 

※駅やバス停からの道のりを指定します。詳しくはプログラムにて記載します。 

※駐車場の用意はありません。ただし、付近のコインパーキング等の利用をすることは妨げません。 

 

徒歩でお越しの方 

都営新宿線篠崎駅より徒歩 13分 

JR総武線小岩駅より徒歩 39分 

 

バスでお越しの方 

JR総武線新小岩駅より京成バス鹿骨線(新小 71)乗車 18分、バス停「虹の家」下車後徒歩 0分 

都営新宿線篠崎駅より京成バス鹿骨線(新小 71)乗車 3分、バス停「虹の家」下車後徒歩 0分 

JR総武線小岩駅より京成バス南小岩線(小 73)乗車 14分、バス停「鹿骨三丁目」下車後徒歩 3分 

 

競技情報 

 

開催場所 

午前の部 篠崎公園 A地区 

午後の部 篠崎公園 B地区 

 

競技形式 

 

･個人によるポイントオリエンテーリング  

･SPORTident社製電子パンチングシステムを使用（体験会クラスを除く） 

･レンタルは全て SIAC（タッチフリー）対応となります。 

※SIACではない通常 SIをお持ちの方は競技に使用することはできますが、タッチフリーをご利用
いただくことはできません。レンタル SIACを申し込まれることを推奨いたします。 

 

 

 



 

使用地図 

「篠崎公園 A地区」(2022年度千葉大学体育会オリエンテーリング部作成) 

縮尺 1：4000 地図図式 ISSprOM2019-2準拠 等高線間隔 2ｍ 

「篠崎公園 B地区」(2022年度千葉大学体育会オリエンテーリング部作成) 

縮尺 1：3000 地図図式 ISSprOM2019-2準拠 等高線間隔 2ｍ 

※地図名は予定。 

テレインプロフィール 

 

東京都江戸川区に位置する総合公園である。概ね平坦な地形で走行可能度の高いエリアが広がるが、
野球場や堀、通行不能な柵などが走行の障害になる。拡大を続ける周辺エリアの攻略を高速で抜け
られるかがカギとなる。 

 

立ち入り禁止区域 

 

本大会に参加を予定している方の、オリエンテーリングを目的とした本大会の競技エリア(下図の
紫のクロスハッチ内)への立ち入りを大会当日まで禁止します。 

 

 

（地理院地図をもとに作成） 

会場 



 

 

クラス 

 

  クラス 距離(予定) 優勝想定タイム(予定) 備考 

午前の部 メインレース L 3~3.5km 10~13分 パターン分けの可能性あり 

S 1.5~2km 13～15分  

体験会 0.7km 設定なし  

午後の部 

 

ノックアウト
スプリント 

予選 0.8~1km 3～4分 準決勝が追加される可能性あり 

(距離、優勝想定タイムは予選準拠) 決勝 1~1.5km 4分 

※競技時間は午前の部が 45分、午後の部が 15分です。 

※日本ランキング指定および関東パークOツアー指定対象クラスは午前の部の Lクラスです。 

※Lクラスのパターン分けは、申込者多数の時に行います。 

※ノックアウトスプリントの準決勝は、申込者多数の時に行います。 

※午後の部は、申込者が想定を上回る場合、午前のレース結果をもとに出場者を絞らせていただく場合がありま
す。選考落ちした方は予選と同コースをタイムスタートでスタートしていただく形となる可能性がございます。
あらかじめご了承ください。 

 

体験会 

午前の部の時間に、初心者向けの体験会を開催します。 

当日参加も可能です。お子様でもどなたでも楽しめるコースを用意しますので、ぜひお知り合いをお
誘いの上、ご参加下さい！ 

以下、体験会に関する詳細を説明いたします。 

 

･本クラスは Japan-o-entryにおける事前申し込みを受け付けます。 

･事前申し込みの方も当日申し込みの方も、当日は会場内にて受付をいたします。 

･距離は 0.7kmを予定しています。 

･参加費は 0円です。 

･本クラスはフリースタートです。受付時間は 10:00~12:00の予定です。 

･本クラスでは SIACの使用をせず、独自のコントロール通過方式をとります。 

･本クラスにおいては、参加者への付き添いが可能です。また、希望者には運営者の付き添い･指導も
行います。ご希望の方は、当日受付にてお伝え下さい。 

･競技エリアの関係上、午後の部に参加される方の体験会への参加･付き添いはできません。 

ご了承下さい。 

 

表彰対象 

各レース、クラス毎に男女上位３名に表彰と賞品贈呈を予定しています。（体験会クラスは除く） 

  



申し込み 

 

申し込み方法 

Japan-o-entryから各自申し込みを行って下さい。 

申し込みの締め切りは 2/6(月)3:00 です。 

リンク： https://japan-o-entry.com/event/view/1048 

 

参加費 

 午前の部のみ 午後の部のみ 午前の部＋午後の部 

一般 2300円 1500円 2800円 

高校生以下 1000円 800円 1500円 

SIACレンタル(一日使用可能) ＋200円 ＋200円 ＋200円 

当日参加 ＋500円 ＋500円 ＋1000円 

体験会 ０円 

※日本学連賛助会員の方は 500円引きとなります。(体験会の場合は除く) 

 

※当日申し込みについて 

すべてのクラスで当日参加が可能ですが、各クラスにおいて当日参加用に用意する地図の枚数を 15枚(体験会は
30枚)に限定いたしますので、申し込み状況によってはご希望のクラスに出走できない場合があります。 

また、事前参加者の申し込み状況によっては、当日参加がなくなる場合がございます。当日申し込みの有無に関
しては、プログラムにて公開いたします。 

 

注意事項 

 

・要項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。 

・服装は公序良俗に反しない限り自由です。 

・金属ピン付きシューズの使用は禁止します。 

・お申し込みの際にいただく個人情報は本大会運営の目的のみに使用します。 

・本大会では傷害保険に加入しますが、保障限度があります。(保険料は参加費に含まれています。) 

・テレイン内及び会場内は火気厳禁です。 

・参加者側が自己または他人に与えた損害などについて主催者側は一切責任を負いません。 

・レンタル SIACを紛失・破損された場合、実費をお支払いいただきます。 

・ご自身が出されたごみは必ずお持ち帰りください。 

・自動車の通過する道路を競技で使用する可能性があります。十分に気をつけて競技を行って下さい。 

・歩行者や自転車の往来が多い箇所を競技で使用する可能性があります。接触にお気をつけ下さい。 

・会場及びテレイン内は住宅地に隣接しています。騒ぐ、大声を出すことはお控えください。 

 

https://japan-o-entry.com/event/view/1048


物販＆大会企画 

 

Japan-o-entryからお申し込みいただけます。ぜひお買い求め下さい。 

 

地図 

全コントロール図 450円/枚 

コース図     300円/枚 

※午前の部、午後の部共通 

※当日の地図販売は行わない予定です。 

 

大会グッズ 

● 第 26回千葉大大会記念 Tシャツ 2000円 

            表                        裏 

 

サイズは 150cm、SS、S、M、L、LLからのご用意です。 

※下記記載のサイズ以外がご希望の場合はお問い合わせください。 

 

Tシャツサイズ 

 

サイズ 目安の身長 身丈 身巾 

150cm ～150 59 42 

SS 150～165 62 44 

S 155～165 65 47 

M 165～175 68 50 

L 170～180 71 53 

LL 175～185 74 56 

 



● 一本集中スポーツ用タオル 1800円 

横 110cm×縦 40cm 

 

※当日のグッズ販売は行わない予定です。 

※多少のデザイン変更の可能性がございます。 

 

タオルに書かれている一本集中とは？ 

当部で流行っているかけ声のことです。集中したいときに「一本集中！」と言うことでいつもよりも集中力を高
めることができます。大事な試合に持っていけば、集中力が高まって良いパフォーマンスが発揮できるかも…？ 

 

キッチンカー 

当日は以下のキッチンカーが会場に来る予定です。ぜひ昼食はキッチンカーでお楽しみください！ 

 

「シェム・キッチン」 

メキシカン丼 800円～ 

 

「福どら」 

どら焼き 300円～ 

 

会場企画 

プログラムにて詳細は掲載しますが、これまでの千葉大大会の歴史の展示やクイックO

の実施など、会場にてちょっとした企画も行う予定です。 

空いた時間にぜひお楽しみください！ 

 

京葉OLクラブとのコラボ企画 

翌日の 2月 19日(日)に、千葉県君津市にて京葉OLクラブ創立 45周年記念大会が開催
されます。 

両日参加した方限定でお楽しみ企画を用意しています。ぜひ併せてご参加ください！ 

 

 

 

 



お問い合わせ先 

 

何かございましたら、以下の連絡先までご連絡ください。 

メールアドレス：cuoc.comp26.general★gmail.com 

大会 Twitter：★cuoccomp           （★→＠）（担当：森下） 

 

 

大会マスコットキャラクター 

 

[ちばーど] 

身長 26cm！ 

小さいながらも羽を広げて時速 26kmで羽ばたく！ 

みんなに会えるのを 

楽しみにしている～ど！ 

 


