2017 関東パークＯツアー兼
京葉オリエンテーリングクラブ日本代表壮行会 要項Ｖ２．０

期日：２０１７年６月２４日（土）

雨天決行・荒天中止

この度、京葉オリエンテーリングクラブからオリエンテーリング世界選手権等に選出されたメンバーの活躍を期待し、
応援すべく壮行会を開催いたします。たくさんの方にご来場いただき、熱い声援をいただければと思います。

■ イベント概要

駅から徒歩約 12 分。テープ誘導はありません。

主催 京葉オリエンテーリングクラブ
会場：「千葉ポートパーク」（千葉県千葉市中央区）

■ 連絡先
メールアドレス：hakodate1414◆yahoo.co.jp
（池陽平）
※アドレスの◆を@に変更してください
大会電話 090-9527-9390（運営責任者：池陽平）
※電話でのお問い合わせは当日 8:00－13:00 のみ対
応可能です。

■ イベント全般の注意事項
1. 競技参加者等は自身の健康状態を十分に把握し、
絶対に無理をしないで下さい。参加者等が自己や
大会関係者、第三者に与えた損害に対し、主催者
はいかなる責任も負いません。
2. 会場･テレインでの火気の使用ならびに喫煙を禁
止します。
3. 施設内での飲酒は禁止します。
4. ゴミはお持ち帰りください。（テレイン、競技会
場ならびに駅などにおいて廃棄しないでくださ
い。）金属スパイク･シューズ（ドブ･スパイクな
どを含む）の使用を禁じます。
5.
6. 緊急の事態に備え健康保険証（またはそのコピー）
を持参してください。
7. 主催者側で傷害保険に加入しておりません。競技
ならびに移動中の事故、疾病に備え傷害保険の加
入をお勧めします。
8. 気象警報の発令など主催者が参加者の安全を確
保できないと判断した場合、大会の開催を 中止
いたします。大会の開催/中止については、当日
午前 7：00 に決定し、大会公式ウェブサイトで公
表します。
9. プログラムは発行しません。要項に修正があれば
随時、更新いたします。

■ 交通
最終ページの周辺図を参照ください。

●自動車をご利用の場合
◆東京方面から
東関東自動車道 湾岸習志野 IC 下車約 20 分
京葉道路 幕張 IC 下車約 20 分
◆成田方面から
東関東自動車道 湾岸千葉 IC 下車約 15 分
無料駐車場(250 台)があります。（ただし、混雑時に
は駐車できないこともあります）駐車場は、オリエン
テーリング以外の目的で来られる方と共用となって
おります。公共交通機関で来られることをお勧めいた
します。

■ 競技に関する事項
1. 競技形式
ポイントオリエンテーリング スプリント競技
2. 競技規則
『日本オリエンテーリング競技規則』
『日本スプリントオリエンテーリング地図図式
規程』（JSSOM 2007）ほか関連規定
3. パンチ計時システム
EMIT 社製電子パンチングシステム
4． 地 図
『千葉ポートパーク 』
JSSOM2007 準拠 A4 版
縮尺 1:4,000 等高線間隔 2m
走行度 4 段階＋通過不能禁止の緑表示

■ クラス
●ＪＲ千葉駅からバスをご利用の場合
中央・小湊・京成バス「千葉ポートタワー」行きで
終点下車(所要約 16 分)
千葉駅 発

9:00

9:36

千葉ポートタワー 着

9:16

9:52

クラス

距離（ｋｍ）

Long

約３ｋｍ

Short

約２ｋｍ

・当日参加も受け付けておりますが、地図の枚数に限
りがありますので、できるだけ事前申し込みください。
・2 回目以降の他クラス出走は無料です。

●駅から徒歩の場合

・グループで回っていただいても構いません。

ＪＲ京葉線または千葉都市モノレールの千葉みなと

・Ｌクラスは関東パークＯツアー対象クラスです。

■ 競技の流れ
受付時刻 9：00～11：00
スタート時刻 9：30～11：30
代表選手スタート 11：30～
選手あいさつ 12：00～

1. 会場（集合場所）は青空会場となります。女子更
衣室用のテントを設けます。
2. 受付・本部 は会場に設置します。主催者側で荷
物置き場用にビニールシートを用意します。また
参加者の方が持参されたビニールシートを敷くこ
とも可能です。
3. トイレ は公園の公衆トイレが使用可能です。き
れいに使用するよう心がけて下さい。
4. 会場内のトイレ、水飲み場で洗濯、靴の泥落し等
は厳禁です。節度ある施設利用にご協力ください。
5. 会場は一般来園者の多い公園です。裸体でいたり、
風紀を乱すような行為がないように心がけて下さ
い。
6. 会場内にはコンビニエンスストアがあります。千
葉名産品の販売もあり、ご利用ください。
7. 公園内施設には飲料の自動販売機があります。
8. スタート地区は会場付近です。当日、会場でご案
内いたします。スタートは時間指定をしない形の
リフトアップスタートとします。
9. 公園内に「パークトレイン」が運行しています。
十分に注意してください。

■ 参加申し込み
Japan-O-entrY にて参加受付を行っております。
https://japan-o-entry.com/event/view/36

＜選手紹介＞

尾崎弘和

宮本和奏

○世界選手権 4 年連続出場

○2014-15 年度ジュニア世界選手権代表。インターハ

○2017 年度世界選手権代表

イ優勝など。

○インターハイ、インカレ、全日本選手権での優勝経

○2017 年度ジュニア世界選手権代表

験を持つ日本のエース。千葉県出身、千葉県在住。最

○千葉県出身、千葉県在住。筑波大学オリエンテーリ

も活躍が期待される選手である。

ング部所属。筑波大学のスーパールーキー。

柳川梓
○2015 年度全日本大会Ｗ２１Ｅ３位、2016 年度アジ
ア選手権代表リレー優勝
○2017 年度世界選手権代表
○千葉県出身。昨年度はアジア選手権でリレー優勝を
果たし、飛躍の年となった。初の世界選手権代表選出
だが、実力を発揮できることを期待したい。

新入会員募集中！！

＜２０１６年度新入会員紹介＞

京葉オリエンテーリングクラブでは、新入会員
を随時募集中です！
競技や運営はもちろん、何となく楽しみたい、
ただそれだけでも OK です！
現役大学生も大歓迎！

東将央 さん ＠KOLC のカリスマ？

＜京葉オリエンテーリングクラブってこんな
クラブです＞
・NT 選手３名/ JOA コントローラ 2 名在籍。
・2016 年度 7 人リレー3 位
・10 代～70 代まで男女約 60 名の会員。千葉や
東京を始め全国各地に在籍。

坂野翔哉 さん＠理科大の大黒柱。次世代マッパー？

・練習会/合宿/皇居ラン/ロゲイニング/トレイル
ランニング/飲み会/飲み会・・・

京葉オリエンテーリングクラブ
クラブＨＰ: http://www.keiyo-ol-club.com/
連絡先：奥田健史（会長） DQL06253【at】nifty.com
鈴木挙直（事務局長）takanao【at】axel.ocn.ne.jp

・2016 年度も 10 名の新入会員！
・2017 年も目指します！7 人リレー３冠！
・40 周年記念大会、鋭意準備中！！

◎＜2017 年度新入会員＞
・岡本将志さん
・針生佳奈さん
・武田悠作さん
・久野元嗣さん
・保坂拡香さん

香取 菜穂 さん＠千葉大エース、京葉の次世代エース
田中基成 さん＠筑波大を牽引した元キャプテン
千葉 史子 さん＠今後の成長株！
中村茉菜 さん＠元世界選手権代表！
平井はるな さん＠キャラもっと出せるはず！
平山良太 さん＠京葉/OLK 次世代エース
宮田優花 さん＠群馬のアイドル？
吉川輝 さん＠昼より夜に輝く？
※写真は全員ではありません…

○集合場所は以下となります。

