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蓮沼と山武で 30 周年大会！
京葉 OL クラブ創立 30 周年記念大会 2007 年 3 月 31 日・4 月 1 日

ユニークな砂丘テレインと
人気 No.1 テレイン。
今度の京葉大会は 30 周年大
会にふさわしいテレインだ。
公認大会、JWOC･WTOC 選考大
会にも指定されている。
今年の OL 界を代表する大会
の 1 つになるのは間違いない。
京葉オリエンテーリングクラブ創立 30 周年記
念・山武大会
2007 年 3 月 31 日（土）
千葉県山武市「蓮沼砂丘」
2007 年 4 月 1 日（日）
千葉県山武市「さんぶの森」
http://www.keiyo-ol-club.com/event̲info/
27th/index.htm

ユニークな砂丘テレイン「蓮沼」
大会 1 日目の舞台は、千葉県山武市
の「蓮沼砂丘」
。太平洋に面する九十九
里浜の砂丘地帯です。
大きく区分すると砂浜、防砂林、広
域公園で構成されています。海岸部分
は砂地と草地で構成され、複雑な微小
地形です。防砂林部分は海岸近くが植
林されたクロマツ林、内陸側はマツと
広葉樹の混交林です。防砂林全体が砂
丘地形であり、さらに植生の状態が非
常に変化に富んでいるため、高いナヴ
ィゲーション能力を必要とします。さ
らに公園部分は人工特徴物や通過特性
が多様であるので読図能力が勝敗を決
します。
また、トレイル O についてもこれま
で日本では珍しい砂丘地形を存分に使
ったものになります。
このテレインは 2004 年 4 月の京葉 OL
クラブ大会で使用していますが、今回、
その時のレースではほとんどのランナ
ーが入らなかった区域を使います。
地図はスプリント・大縮尺の O‑MAP
図式である JSSOM2006 に準拠し、完全
リメイクします。

人気 No.1 テレイン「山武」
大会 2 日目の舞台は、同じく山武市
にある「さんぶの森」。以前に京葉 OL
クラブ大会が開催された「山武椎崎」
・
「武射板附古墳群」のエリアです。
このエリアでは、1982 年に全日本大
会（参加者数 2588 名）
、1993 年に京葉
OL クラブ大会（参加者数 1144 名）が開

催され、それぞれ全日本大会・京葉 OL
クラブ大会史上最多の参加者を集めま
した。
（現在でもこの 2 つの記録は破ら
れていません。
）
関東学連のセレクションでも何度も
利用されてきた人気テレインであり、
他の山武テレインにはない微地形も見
られます。
こ ち ら も 完 全 リ メ イ ク し 、「 人 気
No.1 テレイン」に相応しい地図になり
ます。

予選・決勝方式&久々のロング
1 日目の競技形式はスプリントです。
M/W21A クラスおよび M/W20A クラスは
予選・決勝方式で行います。また、1
レースで十分という方のために、「チ
ャレンジ」クラス（M/W21A クラスの決
勝と同一コース）も用意します。
2 日目はロング（M/W20A クラスはミ
ドル）です。京葉 OL クラブ大会では、
1998 年に開催された第 18 回大会以来、
9 年ぶりの「ロング」になります。
スプリントとロング、2 日間で両方を
楽しむことができます。

平成 19 年度最初の公認大会
本大会は 2 日間ともに JOA 公認大会
（1 日目：カテゴリ S、2 日目：カテゴ
リ A）に指定されています。特に、2 日
目はカテゴリ A になっていますので、
エリートクラスの出場資格を獲得でき
るチャンスです。
平成 19 年度最初の JOA 公認大会です
が（年度を跨りますが、平成 19 年度の
扱いになります）
、平成 18 年度の競技
者登録も有効になりますので、競技者
登録の「元を取る」ことができます。

JWOC 選考指定大会

奥田健史

権大会選手権クラスの出場資格取得対
象大会になっています。また、ウクラ
イナで開催される世界トレイル O 選手
権大会（WTOC）の選考指定大会も兼ね
ています。
全日本大会や世界選手権を目指して
いる皆さん、ぜひご参加ください！

豪華な運営メンバー
本大会は運営メンバーも豪華です。
コース設定は大塚友一・田中徹・吉
村年史、地図作成は田中徹・吉村年史
と、全国トップレベルの評判を誇るメ
ンバーが担当します。
また、インカレや学連セレクション
等の運営メンバーを見ればわかります
が、京葉 OL クラブの会員は他の大会の
運営経験も豊富です。
参加者の皆さんが満足して頂けるよ
うな質の高い大会を目指しています。

30 周年プロジェクト最終章！
京葉 OL クラブは今年、創立 30 周年
を迎えました。これを記念して当クラ
ブでは「京葉 OL クラブ創立 30 周年記
念プロジェクト」を実施中です。昨年 6
月の幕張海浜公園大会、昨年 12 月の北
総大会、そして本大会を対象として、
「5 日間総合表彰」を最終日（4 月 1 日）
に行う予定です。フットとトレイルそ
れぞれについて表彰します。
昨年、京葉 OL クラブは 14 名（男性 6
名、女性 8 名）と、大量の新入会員を
迎え、会員数が 70 名に達しました。最
近の当クラブの「勢い」に乗って、本
大会も多くの皆さんに集まって頂きた
いと思っています。皆さんのご参加を
お待ちしております！
（大会実行委員長・奥田健史）

本大会はオーストラリアで開催され
るジュニア世界選手権大会（JWOC）の
選考指定大会にもなっています。その
ため、M20A/W20A クラスについては 2
日間ともに「21 歳以下」の方を出場可
能とします。
若い皆さん、京葉 OL クラブ大会に参
加して「日本代表」を目指しませんか？

WTOC 選考指定大会
京葉 OL クラブ大会といえば、トレイ
ル O でもおなじみです。今回は初めて 2
日間開催します。
2 日間ともに、全日本トレイル O 選手

大会のマスコット・キャラクター
「30 祝ネコ」
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