
タイムスケジュール
 9:00　 開場 
10:00 午前の部トップスタート 
12:00 午前の部スタート閉鎖 
12:47 午前の部ゴール閉鎖 
13:45 午後の部デモンストレーション 
14:00 午後の部スタート 
15:35 午後の部ゴール閉鎖 
16:30 会場閉鎖 

※表彰式は午前、午後ともに順位が決まり次第行います。 
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大会概要

正式名称： 第6回KOLC大会 関東パークＯツアー2016 in名教自然

開催場所： 横浜国立大学常盤台キャンパス 

開催日： 2017年1月7日(土)　雨天決行・荒天中止 

(慶應義塾大学、相模女子大学、横浜国立大学、横浜市立大学、
北里大学、関東学院大学、フェリス女学院大学　各大学より構成)

主催：  KOLC

会場：  第1食堂レストラン　れんが堂
(所在地：神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1)

後援：  日本学生オリエンテーリング連盟 

   関東学生オリエンテーリング連盟 
   方向音痴会 

協賛： 　　 一般社団法人日本ランニング協会 

   O-Support 

大会役員： 実行委員長：  上妻紅音(慶應義塾大学2014年度入学) 
運営責任者：  櫻井彩菜(相模女子大学2014年度入学) 
競技責任者：  小澤翔(慶應義塾大学2014年度入学) 
コースプランナー： 稲森剛(横浜国立大学2015年度入学) 
渉外責任者：  田中創士(横浜国立大学2014年度入学) 
コントローラ：  堀田遼(東京大学2009年度入学) 
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実行委員長挨拶

今年度で45周年を迎えるKOLCが、今年も大会を開催することとなり
ました。数ある日本の学生オリエンテーリング団体の中でも長い歴史
を持っております。 
特に昨年度開催された5回目の大会は、23年ぶりの開催でした。日本

学連が取り組んでいる事業計画に基づいて開催され、多大なるご支援あっ
ての大会でしたが、今年度は横浜国立大学の常盤台キャンパスのテレイ
ン「名教自然」を使用し、スプリント大会を運営します。建物や階段、
等高線が複雑に入り組んだ「名教自然」は、国内屈指のテクニカルな
スプリントを楽しめるテレインであり、今大会では第1回インカレスプ
リントでチャンピオンに輝いた稲森剛（2015年度入学）がプランナー
を務めますため、参加者の皆様には最高に走りがいのあるコースを楽し
んでいただけると思います。コース以外でもKOLCが運営するからこそ
味わえるような個性ある楽しさを提供できるよう一同頑張りますので、
是非奮ってご参加ください。 

第6回KOLC大会 実行委員長 上妻紅音 

マスコットキャラクター
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「ねここく」
横浜国立大学常盤台キャンパスにいるネコが

モチーフのキャラクター。競技中に会えるかも!?

作：成澤春菜(フェリス女学院大学2014年度入学)



交通案内
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競技の公正さを保つため、入場は南通用門、正門に限らせていただきます。
※構内に駐車場はございません。公共交通機関の利用を推奨します。

②横浜市営地下鉄 
三ッ沢上町駅 

正門 

会場 
【徒歩約20分】 

※バスの使用はお控えください。 

①相鉄線和田町 

南通用門 

会場 
【徒歩約20分】 

地図データ ©2016 Google 



交通案内
南通用門または正門から会場までの道のり 
（門から会場まで青テープ誘導です。) 
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交通案内



開場時刻、閉鎖時刻
開場時刻は9:00です。閉鎖時刻は16:30です。

午前の部：SIカード配布
SIカードをお渡しします。受付までお越しください。

午後の部：ゼッケン･SIカード(午後の部のみの方)･地図配布
午前の部の会場内(大会受付)に、午後の部で使用するゼッケン(リ
レーの方のみ)・SIカード(午後の部のみの方)・地図が入った封
筒が置いてありますので各自おとりください。チーム、個人で
封筒1つです。地図はスタートまで開かないでください。

トイレ
午前の部会場内にあります。会場以外のトイレは利用しないで
ください。

女子更衣室
会場内に女子更衣室はありません。会場を出て左突き当りにござ
います、体育館地下の女子更衣室をご利用ください。ロッカー
は使用しないでください。公式掲示板に詳細を掲示しています。

公式掲示板･成績速報掲示板
随時掲示します。

救護所 
会場内に救護所を用意しています。 
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会場案内
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会場案内

会場レイアウト

初心者講習会 
オリエンテーリングの基礎を学べる簡単な講習会を会場内で行
います。講習会の参加費は無料です。講習会は当日9:30、10:00、
10:30、11:00から行いますので参加希望の方は講習会受付まで
お越しください。 
講習会後は当日参加の午前の部初心者クラス(ON)も参加が可能
です。参加費はｐ.8をご参照ください。 

Tシャツ販売
数に限りがありますのでお早めにお求めください。 

地図販売
15時から地図販売を午前の部の会場内で行います。 



受付
事前申込の方

SIカードをお渡しするため、受付までお越しください。
なお、安全ピンは各自でご用意ください。

当日申込の方
午前及び午後の部の当日申込を会場で受け付けています。 

午前の部、午後の部ともに個人戦のみとなります。
両部とも当日申込は10:00に締切ります。地図に限りがありま
すのでお早めにお越しください。 

（安全ピンは会場で販売もしています。） 

区分 クラス 参加条件

午前の部 
当日申込

上級者 OA(男女共通)

無制限中級者 OB(男女共通)

初心者 ON(男女共通)

午後の部 
当日申込

上級者 OLA(男女共通)
無制限

中級者 OLB(男女共通)

当日申込クラス 

午前又は午後のみの参加 午前と午後両方の参加

大学生以下 2000円 2700円

一般 2500円 3200円

参加費 
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※当日参加は参加費にSIカードレンタル費を含みます。 
　マイSIカードは利用できません。 
　日本学連賛助会員の方は500円割引です。 



走順変更･代走申請･欠席者の対応
走順変更・代走申請・欠席者の対応受付は12:00までとさせ
ていただきます。 
当日の午前の部、午後の部の走者変更・代走申請は受け付けま
すが、参考記録となります。 

受付

個人所有のSIカード忘れ･番号変更
個人所有のSIカード忘れ・番号変更の方は受付までお越しくだ
さい。 

コンパス貸出
コンパスの貸出は受付にて行います。貸出の際に保証金として
2000円をお預かりします。保証金はコンパス返却時にお返し
致しますので、受付に返却をお願いします。なお、コンパスの
破損・紛失時は保証金の返金はできませんので大切にご使用く
ださい。 

9/23



競技情報
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競技エリア内に車の通行があります。十分気を付けて走行してください。

競技形式
午前の部：個人によるポイントオリエンテーリング形式 
午後の部：3人リレーまたは個人 

計時方法
通過証明としてSPORTident社製のSIカードを使用します。

縮尺 1:4000

等高線間隔 2m

走行可能度 4段階表記

地図サイズ A4

地図記号 JSSOM2007準拠

特殊記号 下参照

耐水性 透明ポリ袋封入済み

コントロール 
位置説明 JSCD2008準拠

地図仕様

特殊記号

高い塔

電灯

その他の人工特徴物



競技情報
テレインプロフィール

起伏に富んだ自然豊かなキャンパスに白亜の校舎が様々な方向に
建ち並んでいます。国立大ならではの自然の山林エリアと人工物
によって形成された通行不能の壁、建物、そして起伏などを読み
取り適切なルートを選び取る高いナビゲーション能力が求められ
ます。

立ち入り禁止区域
立ち入り禁止区域は設けませんが、今大会は横浜国立大学構内
を競技エリアとして使用するため、競技の公平さを考慮してオリ
エンテーリング目的で構内にて活動を行うことを禁止します。

パンチングシステム
SIカードを各コントロールに設置してあるSIステーションに差し
込み、SIステーションから「ピッ」という電子音と同時に赤いラ
ンプが点灯することで、SIカードにデータが記録され、コントロー
ル通過が成立します。 
パンチの際は必ず音か光を確認してください。 
SIカードをSIステーションに差しこんでから数秒待っても電子音
も光も出ない場合は、SIステーションが故障している可能性があ
ります。その場合は、コントロールに設置されているピンパンチ
を使用して地図のリザーブ欄にパンチをしてください。 
途中で間違ったコントロールのパンチが記録されていても正しい
順番で回ったことが確認できれば完走と認めます。したがって、
間違ったコントロールでパンチした場合でもそのまま正しいコン
トロールに行ってパンチすれば問題ありません。 
事前に申請したSIカード番号の変更をご希望の場合は、必ず受付
までお申しつけください。申込の際に登録した番号と異なるSIカー
ドを使用した場合は失格となります。 
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第6回KOLC大会競技責任者　小澤翔



競技情報
調査依頼

参加者は競技に関して疑問が生じたとき調査依頼を行うこと
ができます。午前の部調査依頼は13:10まで、午後の部調査
依頼は15:50まで受け付けます。大会受付に用意する所定の
文書で行ってください。調査依頼に対する回答は公式掲示板
に掲示いたします。提訴
調査依頼に対する競技責任者の回答に不服のある場合は提
訴を行うことができます。提訴の締め切りは、調査依頼の
回答が通知されてから15分後とします。大会受付に用意す
る所定の文書で行ってください。提訴に対する裁定委員の
判断は最終的なものとなります。提訴の結果は関係者に通
知されるほか、大会公式HP、大会報告書にて報告されます。
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競技情報
クラス設定

午前の部：スプリント競技 
（午前の部の全Aクラスが関東パークＯツアーの対象レースになります。）

クラス 距離 登距離 優勝設定時間
M21A 2.3km 42ｍ 13分
W21A 2.0km 38ｍ 14分
M15A 1.6km 32ｍ 15分
M18A 2.0km 38ｍ 14分
M35A 2.0km 38ｍ 14分
W35A 1.6km 32ｍ 15分

M50A 1.6km 32ｍ 14分
W50A 1.4km 22ｍ 15分
M65A 1.4km 22ｍ 15分

W65A 1.4km 22ｍ 16分
OA 2.0km 38ｍ 13分
B/OB 1.2km 18ｍ 15分

N/ON 0.9km 8ｍ 15分

午後の部：リレー･個人競技 
クラス 距離 登距離 優勝設定時間
MA 2.2-2.3km 42ｍ 35分

WA/MB/MIX 1.7-1.8km 34ｍ 35分
WB 1.5km 28ｍ 35分
MAC 2.2-2.3km 42ｍ 15分

WAC/MBC 1.7-1.8km 34ｍ 15分
WBC 1.5km 28ｍ 15分
OLA 2.2-2,3km 42m 15分
OLB 1.7-1.8km 34m 15分
鉄人 2.2-2.3km 42m 35分 13/23



午前の部
会場からスタート地区までの移動

黄色テープ誘導徒歩約7分です。

ウォーミングアップエリア
会場付近にウォーミングアップエリアを設けます。なお、スター
ト地区はウォーミングアップに必要な広さを用意できませんので
ご了承ください。

スタートまでの流れ
3分前枠の入り口でSIカード番号の確認とウィンドブレーカー
(防寒着)の回収を行います。そのあとにSIカードのクリア・
チェックを行い、3分前枠にお入りください。なお、3分前枠･2
分前枠ではクラスのレーンはございません。枠内は移動自由で
す。 

3分前枠と2分前枠は約50ｍほど距離が離れております。赤
テープ誘導にしたがって2分前枠へ進んでください。3分前枠で
はコントロール位置説明表を配布します。各自お取りください。 
1分前枠で自分のクラスのレーンに入ってください。パンチング
スタートではありませんので、スタート時刻になりましたら役
員の指示に従ってスタートしてください。 

プレスタートからスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。

コントロール位置説明表の寸法
最大サイズ：15cm×6cm以下です。

遅刻について
遅刻者は遅刻枠からの出走となります。所要時間はスタートリス
ト記載の時刻からの計算です。12:00スタート閉鎖後の出走はで
きません。なお、11:47以降にスタートされた方は競技時間を十
分に確保できませんのでご了承ください。 
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午前の部
競技時間

競技時間は60分です。12:47のゴール閉鎖時刻までにはフィニッ
シュを通過してください。競技時間を超えた場合は失格となりま
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です。
フィニッシュから会場まで徒歩約2分です。会場で読み取りを行っ
てください。午後の部も参加する方はSIカードをそのままお持ち
ください。 

表彰
各クラス上位3名までの表彰をいたします。順位が決まり次第、
午前の部の会場で行います。 

スタート地区レイアウト



午後の部
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午後の部の競技会場へ移動
午後の部の競技会場へと移動します。午後の部に参
加の方は移動をお願いします。 
役員が会場までご案内しますので13:30になりましたら午前の
部の会場前までお越しください。なお、午前の部の会場は荷物置
き場とトイレ利用のため解放しています。役員が常に滞在してい
ますが貴重品の管理は十分お気を付けください。 
午後の部の会場は青空会場です。黄色テープ誘導徒歩7分です。会
場付近にトイレはありません。トイレの際は午前の部会場まで黄
色テープ誘導をたどり、お戻りください。 

タイムスケジュール

13:30 午前の部会場前集合、午後の部会場へ移動

13:45 デモンストレーション

13:55 WA･MB･WB･MIX･WAC･MBC･WBC･OLBスタート集合

14:00 WA･MB･WB･MIX･WAC･MBC･WBC･OLBスタート

14:01 MA･MA-Special･MAC･OLA･鉄人スタート集合

14:05 MA･MA-Special･MAC･OLA･鉄人スタート

15:00 繰り上げ一斉スタート

15:35 ゴール閉鎖

※順位が決まり次第表彰式を午後の部会場で行います。



午後の部
競技時間

リレー・鉄人クラス競技 90分 
個人クラス 30分 

スタート
WA･MB･WB･MIX･WAC･MBC･WBC･OLBが14:00スター
トです。14:05からはその他クラス(MA･MA-Special･
MAC･OLA･鉄人)が一斉スタートします。 

チェンジオーバー
スペクテーターズコントロールが各コースの60-70％の地点に
あります。前走者がスペクテーターズコントロールを通過しま
したら、スタート待機枠付近でSIカードのクリア・チェックを
行い、スタート待機枠にお入りください。前走者はチェンジオー
バー後に、フィニッシュをパンチしてください。 

フィニッシュ
フィニッシュ後は、役員の指示に従い計算センターで読み取り
を行ってください。その後、SIカードを回収いたします。

繰り上げ一斉スタート
繰り上げ一斉スタートは全クラス15:00です。14:50までに
チェンジオーバーできなかった全ての選手は、スタート待機枠
に集合してください。繰り上げ一斉スタートに遅刻した選手は
出走できません。 
必ずSIカードのクリア・チェックをしてからスタート待機枠に
お入りください。 17/23

鉄人
鉄人クラスの方は1枚のSIカードを使用いたします。1コース走
り終わったごとにフィニッシュをパンチ→計算センター→地図
置き場(以下図参照)へと向かってください。地図置き場で使用
地図を回収箱に入れた後、ご自分の地図を取ってスタートして
ください。 



午後の部

会場レイアウト
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表彰
リレー部門では各クラス上位3チームまでを表彰いたします。 
個人部門では各クラスのうち、走ったコースのパターン別に上位
1名を表彰いたします。
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注意事項
・荒天などやむを得ない事態が発生した場合は、本大会を中止いた
します。中止の場合は大会当日の朝6:00に大会HPにてお知らせ
いたします。 
・今大会での金属ピン付きシューズの使用は禁止します。 
・要項、および大会HPに公開されている情報は予告なく変更され
る場合があります。その際は大会HPにて変更点を公表します。 
・傷害保険は、主催者側でも加入していますが、支払限度がありま
す。個人でも加入しておくことをお勧めします。また、保険証のコ
ピーを万一のためご持参ください。なお、一般の人との接触に十分
注意して走行してください。参加者が不注意で引き起こした損害に
関して主催者側は一切責任を負いません。 
・飲食は会場内で可能です。ゴミはお持ち帰りください。会場内や
構内を汚さないようご協力お願いします。 
・大学内にございますコンビニは競技エリアの立ち入りを防ぐため
利用しないでください。事前に飲食物はご用意ください。 
・大会中止を含めていかなる理由があろうとも、参加費等の返金は
いたしませんので予めご了承ください。  
・競技結果をラップセンターに掲載いたします。結果の取り扱いに
ついて、要望がありましたら、大会連絡先までお問い合わせくださ
い。 
・貴重品の管理は自己責任でお願いします。主催者側は一切責任を
負いません。 
・本大会への参加者は競技の様子として、また競技や会場の風景と
して、主催者に撮影されることがあります。本大会で撮影した全て
の写真は大会用HPにてURLを公開致します。不都合がありました
ら当日受付までお申し付けください。 



お問い合わせ
不明点、質問などございましたらお手数ですが下記のアドレスまで
お送りください。 
また、件名は「問い合わせ」にしてください。 

メール：kolc6thcomp■gmail.com　(■→@) 

担当：運営責任者　櫻井 

大会HP･Twitter
随時情報更新しています！ 

HP：http://kolc6thcomp.wixsite.com/home


Twitter：＠kolc6thcomp

協賛紹介
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一般社団法人日本ランニング協会では、ランニングを安全に実施するため
の必要で正しい知識の普及とその資格認定を行う事で、安全に楽しく継続し
て走ることができる環境づくりを推進しています。 

(一般社団法人日本ランニング協会より引用) 
http://www.jaruna.jp/

http://www.jaruna.jp/
http://www.jaruna.jp/


協賛紹介
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コラボ企画

KOLC大会と新春酉年フォトロゲインの両方参加の方には特別賞を進呈いた
します！ 
2日間の総合成績トップの方には特別表彰も！！ 
いままでフォトロゲインに参加したことが無い方も、この機会に是非チャ

レンジしてみてはいかがでしょうか！？ 
新年最初のオリエンはKOLC大会で、ロゲインは新春酉年フォトロゲインで！ 

ロゲインとは・・・ 
本格的なロゲイン（ロゲイニング）とは、地図と磁石（コンパス）を頼りに、

広範囲の山岳地域で長時間（選手権レベルになると24時間！）の制限時間に
どれだけたくさんのチェックポイント（オリエンテーリングの赤白のフラッ
グ）を回り、チェックポイントに与えられた得点をいかに多く獲得するかを
競う競技です。 

（世田谷シティロゲインより引用） 
http://nogawa-karugamo-11.blogspot.jp/p/17-kolc.html
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http://nogawa-karugamo
http://nogawa-karugamo


特別企画

KOLCスタンプラリー
KOLCメンバーをもっとよく知ってみませんか？！ 

用紙に書かれたヒントをもとに実際にその人に会って
みよう！スタンプをためてプレゼントをゲット！ 
※開場～会場閉鎖まで開催中 
※運営状況や事情により役員が対応できない場合もございます。
ご了承ください。 
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