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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 2021年 11月６日(土) スプリント競技 

             ７日(日) スプリント競技 

雨天決行・荒天中止 

 

後援 宮城県 

   仙台市 

   仙台市教育委員会 

   日本学生オリエンテーリング連盟 

東北大学学友会体育部 

 

協賛 MOUSE ON TRAIL 

カゴメ株式会社 

O-Support 

    

順次更新していきます 

 

開催地 Day1 長沼フートピア公園 

    Day2 グランディ 21（宮城県総合運動公園） 

 

会場 Day1 長沼フートピア公園 芝生広場キャンプサイト（青空会場） 

      ＜詳細位置＞ 

https://www.google.com/maps/@38.6880441,141.1328268,72m/data=!3m1!1e3 

   Day2 グランディ 21第 7 駐車場（青空会場） 

      ＜詳細位置＞ 

      https://goo.gl/maps/GhHaGoemPsg6W9gS8 

 

大会役員 

 Day1 

https://www.google.com/maps/@38.6880441,141.1328268,72m/data=!3m1!1e3
https://goo.gl/maps/GhHaGoemPsg6W9gS8


 

   実行委員長   井坂将隆(東北大学 2018 年度入学) 

副実行委員長  村田温基(東北大学 2018 年度入学) 

運営責任者   髙橋直道(東北大学 2018 年度入学) 

競技責任者   山田峻大(東北大学 2018 年度入学) 

コース設定者  小林哲郎(東北大学 2018 年度入学) 

Day2 

   実行委員長     藤澤簾(東北大学 2019 年度入学) 

   副実行委員長   桑山陽次(東北大学 2019年度入学) 

   運営責任者     稲毛隆太(東北大学 2019年度入学) 

   競技責任者     波根竣介(東北大学 2019年度入学) 

   コース設定者   西原大貴(東北大学 2019年度入学) 

   大会コントローラ 伊藤光祐(東北大学 2016 年度入学) 

 

2．交通 

Day1 

・車で来場される場合 

駐車場は長沼フートピア公園 芝生広場(会場)をご利用ください。駐車料金は無料です。三

陸自動車道 登米 I.C から車で 25分、仙台市街からはおよそ車で 90分です。 

 

・公共交通機関で来場される場合 

徒歩：JR 東北本線 梅ヶ沢駅からおよそ 70 分（5.5km） 

駅から会場まで遠いため大会当日は梅ヶ沢駅から会場まで車による輸送を行います。駅か

ら会場までの輸送はおよそ 10 分です。 

 

参考：仙台から梅ヶ沢駅に着 休日 



 

 

Day2 

・車で来場される場合 

駐車場はグランディ 21 内の第 7 駐車場(会場)をご利用ください。 

仙台東部道路「しらかし台 IC」より約 3分 

三陸自動車道「利府中 IC」「利府・塩釜 IC」より約 10 分 

東北自動車道「大和 IC」「泉 IC」より約 30分 

 

・公共交通機関で来場される場合 

「利府駅」より約 3km（徒歩約 45 分） 

「岩切駅」より約 4km（徒歩約 60 分） 

 

3．タイムスケジュール(暫定) 

Day1                 Day2 

10:00 会場開場、受付開始       9:30 会場開場、受付開始 

12:00 トップスタート         11:00 トップスタート 

14:30 ゴール閉鎖           14:00 ゴール閉鎖 

15:30 イベント終了          15:00 イベント終了 

 

※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。 

 



 

4．競技情報 

Day1 

競技形式 個人によるポイントオリエンテーリング(スプリント競技) 

EMIT 社製電子パンチングシステムを使用 

 

地図 2021 年度東北大OLC作成 

縮尺 1:4000 

等高線間隔 2m 

走行可能度 4段階表記 

地図図式規定 ISSprOM2019 準拠 

コントロール位置説明表 JSCD2008 準拠 

 

テレインプロフィール 

本テレインは宮城県最大の自然湖沼である長沼の南側に位置し、連続テレビ小説『おかえ

りモネ』の舞台の一つとしても使用された公園である。風車の立つ丘やキャンプ場、長さ 

111m のローラー滑り台などを有し、休日にはアウトドアを楽しむ家族連れで賑わう。芝生

エリアが多く走行可能度は概して高い一方、細かい読図が要求されるエリアも一部存在す

る。スピードを維持する体力と、正確なナビゲーション能力が問われるだろう。 

 

Day2 

競技形式 個人によるポイントオリエンテーリング（スプリント競技） 

EMIT社製電子パンチングシステムを使用 

 

地図 「グランディ・21LOVE」（2005年東北大OLC作成）をもとに 2021 年制作予定 

   縮尺 1:4,000 

   等高線間隔 2ｍ 

   走行可能度 4 段階表記 

   地図図式規定 ISSprOM2019 準拠 

   コントロール位置説明表 JSCD2008 準拠 

 

テレインプロフィール 

このテレインはスタジアム周囲の舗装地帯と地域の住民の憩いの場である公園地帯の 2

つに分けることができる。舗装地帯は見通しが良好であるが建物が多くマクロなルート選

択が重要になってくる。一方で、公園地帯は遊具、街灯、生垣が多数存在しているため、走

行しながらのミクロなナビゲーションが鍵となる。スピードを上げながらの基本的なスプ



 

リント技術が求められる。 

  

〈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。 

Day1                   Day2 

      

                               (引用：地理院地図) 

 

〈クラス〉 

  クラス 距離 参加費 備考 

事
前
申
し
込
み 

両日参加 L 
Day1 3.2km 

4000 円 
2 日間の合計タイムで

順位を確定させます。 Day2 3.0km 

Day1のみ参加 
Ls 3.2km 2500 円 L クラスと同一コース 

S 2.4km 2500 円  

Day2のみ参加 
Ls 3.0km 2500 円 L クラスと同一コース 

S 2.0km 2500 円  

 

• 男女別のクラスはございませんが、各クラス男女上位 3 名ずつ表彰致します。 

• 運営の都合上、コース距離は予告なく変更する場合がございます。 

• E カードのレンタルを希望される方は、申込時に所定欄にご記入ください。レンタル E 

カード代として 1 日 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。返却時に補償金を返金いたします。 

• 当日参加のクラスは設けません。必ず事前申し込みをお願いいたします。 

 

5．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 2000 円となります。 

 

〈記念品(宮城学院女子大学オリエンテーリング部)販売〉 

Day2に大会会場での販売を行います。 

 

〈地図販売〉 

Day1、Day2 ともに地図の販売を行います。地図販売は事前販売のみ行います。 

各コース図 1枚 300 円、全コントロール図 1 枚 500 円（値段は両日共通）です。 

 

6．エントリー 

申し込み開始は 10 月 18 日(月)、締め切は 10月 27 日(水)です。 

申込期間が短いため、申し込み忘れの無いようにご注意ください。 

〈申し込み方法〉 



 

Japan-O-entrYでお申し込みいただけます。 

お申し込みの際は、全てのクラスを Day1 の申し込みサイトからお申し込みください。 

〈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） 

 

7．新型コロナウイルス感染症対策について 

(1)中止判断について 

以下の事項に該当する場合、本大会は中止とし 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 

  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。 

   ・会場には手指消毒剤を設置する 

   ・大会役員のマスクの着用およびアルコール消毒 



 

 

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。 

・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。  

・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。 

藤澤簾(実行委員長) 

tohokudaitaikai44●gmail.com ●を＠に置き換えて下さい。     

 

            大会マスコットキャラクター 



 

               「リュウタ」君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


