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1．大会概要 

主催 東北大学学友会オリエンテーリング部 

共催 宮城学院女子大学オリエンテーリング部 

開催日 2020 年 11 月 15 日(日)(雨天決行・荒天中止)※新型コロナウイルスについては別

途記載してあります 

後援 仙台市 

   宮城県 

   日本学生オリエンテーリング連盟 

   宮城県オリエンテーリング協会 

東北大学学友会体育部 

協賛 順次更新していきます 

開催地 宮城県仙台市太白区茂庭生出森 

会場 開催地周辺の公共施設を利用予定(確定次第、HP にてお知らせします)。 

大会役員 

   実行委員長 古関駿介(東北大 2018 年度入学) 

   副実行委員長 寺田直加(東北大 2018 年度入学) 

   運営責任者 後庵野大輔(東北大 2018 年度入学) 

   競技責任者 小林哲郎(東北大 2018 年度入学) 

   渉外責任者 小林俊介(東北大 2018 年度入学) 

   コース設定者 今野陽一(東北大 2018 年度入学) 

   大会コントローラ 小松栄輝(東北大 2013 年度入学) 

 

2．新型コロナウイルスについて 

〈大会延期について〉 

 昨今、新型コロナウイルスの流行のために、多くのオリエンテーリング大会が中止に追い

込まれております。競技普及の観点からすると、大会は、多くの選手が自らの技能を向上さ

せる場であり、多くの選手が所属する大学においてはこれからの活動を担っていく新入生

の育成の場ともなっております。そのような重要な意義を持つ大会を、新型コロナウイルス

の影響によって中止するのは、オリエンテーリング競技の維持及び普及においても多大な

影響が出ると考えられます。 

このような観点から、本大会はぎりぎりまで開催を目指して準備を進めます。 

参加者の皆さまに安心してお申し込みいただくため、また、開催準備の資金を確保するた
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めに、本大会では参加権利を「チケット制」とすることにしました。 

本 大 会 で は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 感 染 拡 大 状 況 を 鑑 み て 、 事 前 に 延 期 日 を

2021/1/24(日)と設定しております。また、延期日においても新型コロナウイルスの感染拡

大状況によっては開催不可となり、中止とすることもございます。 

本大会に申込みいただいた方は、正規日程(11/15)・延期日程(1/24)・来年度の第 44 回東

北大大会のいずれか一度に参加が可能となります。 

また、参加者の方の判断により、新型コロナウイルスの状況を考慮して不参加と判断した

場合、来年度の第 44 回東北大大会に参加することも可能となります。感染の疑いが少しで

もみられる場合は、絶対に参加することなく、来年度の大会にご参加下さるようよろしくお

願いいたします。 

以下のフローチャートを参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灰色地：運営の動き、緑地：参加者の動き 

第 43 回東北大学オリエンテーリング大会にお申し込み 

参加権利を行使 

正規日程(2020/11/15)開催の可・不可を判断 

第 43 回東北大学オリエンテーリング大会は中止 

延期日程(2021/1/24)開催の可・不可を判断 

参加権利を行使 

第 44 回東北大学オリエンテーリング大会の参加権利として行使 

開催地・開催日などは要項 1 が出るまでお待ちください。 

不
可 

不
可 

可 

可 
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〈新型コロナウイルス感染症対策について〉 

(1)延期判断について 

以下の事項に該当する場合、本大会は延期とし HP にて告知致します。 

 ・政府及び宮城県知事による緊急事態宣言の発令期間が開催日を含む 

 ・宮城県及び仙台市による外出自粛要請期間が開催日を含む 

 ・東北大学からの課外活動自粛要請期間が開催日を含む 

 ・その他、延期が妥当だといえる状況 

(2)参加者による感染防止策 

  以下の事項にいずれか一つでも該当する方は参加を認めません 

   ・開催日に 37.5℃以上の発熱がある 

   ・感染が疑われる症状(頭痛、咳、咽頭痛、味覚障害など)がある 

   ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)により、直近 2 週間以内の感染者と

の濃厚接触が判明した 

   ・同居する家族などに感染者が発生した 

   ・直近 2 週間以内に海外渡航歴があり、PCR 検査によって陰性判定されず安全性が

確認できていない 

   ・所属団体(大学や企業など)の指示やガイドラインで参加が認められていない 

 

  大会中は以下の事項を遵守してください。 

   ・競技中以外はマスクを着用する 

   ・手指のアルコール消毒を行う 

   ・会場及びテレインでの大きな声での会話は控える 

   ・一切のゴミを各自で持ち帰る 

   ・開催後 2 週間以内に新型コロナウイルスの感染が確認された場合、東北大学学友

会オリエンテーリング部に対して速やかに報告する 

(3)運営による感染防止策 

  (2)参加者による感染防止策に加えて以下の事項を遵守致します。 

   ・3 密回避のため競技会場を屋外に設定し、駐車場から会場までの会場輸送車内では

席を離しての着席を求め換気を行う 

   ・会場には手指消毒剤を設置する 

   ・会場での物品販売を例年より減らし現金授受の機会を減らす 

   ・競技中の給水は紙コップで行う 
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3．交通 

・確定次第お知らせします。 

 

 

4．タイムスケジュール 

当日のタイムスケジュール 

9:00 会場開場、受付開始 

11:00 トップスタート 

14:30 ゴール閉鎖 

 

※新型コロナウイルス感染対策の為、閉会式及び表彰式は行いません。順位が確定次第、上

位の方をお呼びして景品をお渡しします。 

※このスケジュールは暫定的なものであるため、予告なく変更する場合がございます。ご了

承ください。 

 

 

5．競技情報 

競技情報 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を予定） 

EMIT 社製電子パンチングシステムを使用 

地図 「ヲドガモリ 2013」（2013 年東北大 OLC 作成）をもとに 2020 年制作予定 

   縮尺 1:10,000 

   等高線間隔 ５ｍ 

   走行可能度 4 段階表記 

   地図図式規定 ISOM2017-2 準拠 

   コントロール位置説明表 JSCD2008 準拠 

 

〈立ち入り禁止区域〉 

本大会の参加予定者の以下の区域（紫線で囲まれた範囲）へのオリエンテーリングまたは

下見目的での立ち入りを、本大会終了までの期間において競技の公平性を保つため、禁止し

ます。 
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〈テレインプロフィール〉 

本テレインは宮城県仙台市の青葉区と太白区にまたがって位置する。急峻な斜面に挟ま

れた林道により南北のエリアに大きく分けられる。北のエリアは概して緩やかで、微地形も

見られる。一方、南のエリアは中央に位置する標高 321m の太白山から広がる急峻な尾根に

より形成され、またところどころに造成道も見られる。植生については針葉樹が主で、ヤブ

は概して濃いが、一部走行可能度の高いエリアも存在する。 

 

〈クラス〉 

 

※1 学連登録１年目の大学生に限り、21 歳以上でも 20A への参加を認めます。 

※2 本大会では、日本オリエンテーリング競技規則第 22.5 項「主催者は、テレインを熟知

参加条件 参加費

クラス 優勝設定 クラス 優勝設定

M21A W21A 無制限(OB･OGを除く)

青葉会M21A 青葉会W21A 東北大OLC及び宮城学院卒業生※2

M21As W21As 無制限

M20A W20A 20歳以下※1

M15A W15A 15歳以下

M35A W35A 35歳以上

M50A W50A 50歳以上

M65A W65A 65歳以上

MB WB 無制限

N N 無制限

2500円

30分 30分

事前申し込み

男性

40分

女性

40分

©2020 google 
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し他の競技者より明らかに有利な立場にある者を、競技に参加させてはならない。」に

対する違反行為と認定されないために、最も参加人数が多いと予想される M21A 及び

W21A には東北大および宮城学院女子の OB・OG の方々専用に「青葉会クラス」を創

設します。コース内容は通常の M21A、W21A と変わりません。M21A 及び W21A へ

参加を希望する OB・OG の方々は、青葉会クラスでの参加をお願いいたします。その

他のクラスには青葉会クラスを創設しておりませんので、通常のクラスにお申し込み

ください。 

 

• 運営の都合上、優勝設定時間は予告なく変更する場合がございます。 

• 女性は男性クラスに参加することが可能ですが、男性が女性クラスに参加することは原則

として認めません。 

• 年齢は 2021 年 3 月 31 日までに達する年齢とします。 

• 熊鈴及び E カードのレンタルを希望される方は、エントリーシート、または申し込み用  

紙の所定欄にご記入ください。レンタル E カード代として 300 円頂戴いたします。た

だし、 レンタル E カードを紛失・破損した場合は 8000 円、熊鈴を紛失・破損した場

合は 600 円 をお支払いいただきます。  

• 本大会ではコンパスをレンタルすることができますので事前申請をお願いします。また、

当日に受付にて貸し出すことも可能ですのでお申し出ください。なお、レンタルする際に

保証金 2000 円をお預かりいたします。無事に返却されましたら、保証金を返金いたしま

す。 

 

6．物品販売について 

〈記念品(東北大学学友会オリエンテーリング部)販売〉 

事前販売のみ、記念品(大会 T シャツ)の販売を受け付けております。 

Japan-O-entrY にてお申し込みください。各サイズ(S,M,L)１枚 1300 円となります。 

大会不参加者も購入可能です。大会運営が厳しい状況下での開催になります。 

大会に参加できない方でも積極的にご購入いただけると助かります。 
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〈記念品(宮城学院女子大学オリエンテーリング部)販売〉 

大会会場での販売を行います。 

 

〈地図販売〉 

本大会では地図の販売を行います。地図販売は事前販売と大会会場での販売を行います。 

 

 

7．エントリー 

申し込みは 10 月 17 日(土)、入金締め切りは 10 月 19 日(月)です。 

〈申し込み方法〉 

Japan-O-entrY でお申し込みいただけます。 

〈お支払方法〉 

Japan-O-entrY の HP より案内された口座にお振込みください。（クレジットカード可） 

〈日本学連賛助会員の方の特典〉 

会員の方に全コントロール図を１枚差し上げます。申し込みの際、備考欄にその旨をご記入

ください。 

日本学連賛助会員登録ページ 

http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=4&itemid=724 

 

http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=4&itemid=724
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8．留意事項 

・要項及び大会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。  

・本大会は傷害保険に加入しますが、補償額には限りがございます。ご自身での傷害保険へ

の加入を推奨いたします。また、万一の怪我に備えて健康保険証をご持参ください。  

・個人情報は東北大学学友会オリエンテーリング部で厳重に管理し、大会運営においてのみ

使用し、その後情報のすべてを適切な形で処分いたします。  

・不測の事態により大会開催が困難と判断された場合、大会 HP にて大会中止をお知らせ

いたします。大会中止の場合であっても参加費等の返金はいたしません。あらかじめご了

承ください。また、本大会では参加権利のチケット制を導入致しましたので、「2，新型コ

ロナウイルスについて」の項もお読みください。 

・本大会では、役員がテレイン内や会場にて撮影にあたります。撮影した写真は本大会の記

録や、オリエンテーリングの普及・広報活動のため利用させていただく場合がございます。

写真の利用についてなにかございましたら、エントリーシートの備考欄にその旨を記載

していただくか、当日に大会役員までお申し出ください。  

・安全のため、競技中は熊鈴の携帯をお願いいたします。  

・参加者が自分自身および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かねま

す。  

・貴重品などの管理については各自でお願いします。盗難、紛失について主催者側はその責

任を負いかねます。  

・個人情報は東北大学学友会オリエンテーリング部で厳重に管理し、大会運営においてのみ

使用し、その後情報のすべてを適切な形で処分いたします。 

 

9．お問い合わせ 

ご不明な点、ご質問などがございましたら、下記の連絡先までお問合せください。 

古関駿介(実行委員長) 

contact●www.43rd.olc.org.tohoku.ac.jp  ●を＠に置き換えて下さい。 

 

        2020 年 10 月 3 日 

http://contact●www.43rd.olc.org.tohoku.ac.jp/

