
 

 

 

横国スプリント 
兼 WOC・WUOC・JWOC練習会  

兼  選手壮行会  
 

 

                プログラム 
 

 

 

 

 

 

 

開 催 日 2012 年 6 月 9 日（土）（雨天決行、荒天中止） 

 

開 催 地 横浜国立大学 （横浜市保土ヶ谷区常盤台79） 

 

会 場 横浜国立大学 サークル棟前特設会場 

 

主   催 KOLC（慶応義塾大学・相模女子大学・横浜国立大学・横浜市立大学からなるオリ

エンテーリンクラブ 

  方向音痴会（横浜国立大学オリエンテーリングクラブOB会） 

  ［協力］丘の上（KOLC OB会） 

 

競 技 形 式 個人によるポイントオリエンテーリング（スプリント形式） 

 

実行委員長 小室隆之（KOLC・横浜国立大学大学院1年） 

 

競技責任者 桜井剛（方向音痴会） 

 

 

 



 

 

ご挨拶 

実行委員長 小室 隆之 

 

さわやかな初夏の季節に、横国スプリントにご参加頂きありがとうございます。 

本イベントは、1987年度に作成された横浜国立大学常盤台キャンパスのマップ『藤棚』を 25年ぶり

にリメイクし、このような形での開催となりました。 

 

 思えば、自分がKOLCに入った当時横浜国大には現役は自分1人だけでした。その当時KOLC・丘の上

の方々には大変お世話になり、右も左も分からなかった自分に色々教えて下さいました。そして2年

、3年と時は過ぎて横浜国大のオリエンティアの人数は変わらず現状1人のままKOLCの一員として活

動をしていきました。そして 3年生の終わりに横浜国大に OB会があるのを知り、このまままた横浜

国大のクラブが無くなるのは悔しいという思いから必死に勧誘をしました。その甲斐もあってか昨年

度は2名の新入生が入り、少人数ながらも横浜国大内でもトレをするようになりました。そしてある

時、新入生が横浜国大にO-mapは無いのかと聞いてくるようになりました。自分もそのことについて

非常に興味があったのでオリエンテーリングの大会の際に OBの皆様に会って O-mapについて話をし

ました。話を進めていくうちに横浜国大のO-mapを完全にリメイクしようという事になり、プロジェ

クトが立ち上がりました。しかし地図調査は全くと言っていいほどノウハウがなく困難を極めました

。特に旧マップの等高線は全く当てにならずKOLCのメンバーやOBの方々と議論しながら進めていき

1月下旬に競技が何とかできるマップが完成し小さな練習会を開きました。その練習会を開いた辺り

から話が広がり、ナショナルチームの方からのご依頼もあってイベントを開催する事となりました。 

 

まだまだ運営のノウハウが蓄積されておらず、参加者の皆様にはご迷惑をおかけしてしまうかと思

いますが運営者一同、精一杯頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

最後に、イベント開催に際しましてご協力いただいた皆様に御礼を申し上げ、挨拶の言葉と代えさ

せて頂きます。 

 

 

 

 



 

 

本大会開催にあたって 

方向音痴会 副会長  桜井 剛 

 

 

以前はクラブ員が100名を超えたこともあり、大会も何度も開催したことのある横浜国立大学オ 

リエンテーリングクラブですが、現在は横浜国立大学としては正式なクラブではなく、実行委員長 

を務める小室隆之をはじめ、わずかな人数になっております。 

そんな学生から、大学のO-MAPがないだろうかと方向音痴会（横浜国立大学オリエンテーリング 

クラブのOB会）に打診があったのが昨年の秋ごろ。そして四半世紀前のO-MAPを見せて話をしてみ 

ると来年度は新入生をもっと勧誘して、大学にも認められるクラブとして復活したいと熱く語り始 

めます。その願いを方向音痴会としてもかなえるべく、まずはこの様に学内O-MAPを復活させるに 

至りました。「名教自然」の碑は工学部エリアの中心に建っていますが、学内O-MAPの初版（斎藤 

彰氏作図）の名称でもあります。 

横浜国立大学のキャンパスはゴルフ場の跡地に設置されただけに、起伏も多く、また緑も多く残 

っています。当時は、このキャンパスでほぼ毎週地図を使っての練習をしていました。 

 

このO-MAP作成の噂は、ナショナルチームの耳にも入り、練習に使えないだろうかとの打診が今 

年の3月ごろにありました。昨今のスプリントは街中で行われているけれども、日本ではなかなか 

その実現が難しく、地図を持って走れる機会はキャンパスに限られています。本テレインは、街中 

というわけではありませんが、建物と壁を地図から読み取り集中力とスピードを保たなければなら 

ないという点では十分な練習になるかと思われます。 

代表選手の練習参加予定者は19名になります。一般参加者とは別メニューですが、ナショナルチ 

ームからの挨拶、練習内容の見学、応援タイムを設けております。一般参加の皆様には、彼らのモ 

チベーションをあげるべく、是非応援をしていただき、選手に程よいプレッシャーをかけていただ 

ければと願います。 

 尚、本大会の主催者であるKOLCからは、JWOC代表 千明瑞希選手（横浜市立大学）、WUOC代表  

大河内恵美選手（横浜市立大学）、また本キャンパスに通う WUOC代表 山本紗穏里選手も練習会 

に参加します。ぜひ、皆様の熱い応援を期待いたします。 

 

   お陰さまで、横浜国立大学の新入生は何人も入部させることができたとの報告を受けており、本 

大会の手助けもしてもらうことになっております。さらに、正式なクラブとして復活させるべく大 

学側に申請するとの話も聞いております。方向音痴会としても一旦はなくなった故郷が戻りつつあ 

ることに一同喜びを感じております。 

今回作図したO-MAPは、今後、方向音痴会やKOLCなどの会内外イベントにも随時使用し、永く使 

われるようにメンテナンスしてまいります。外部参加を募集することもありますので、機会が合え 

ば、また参加していただければと思います。 

また、横浜国立大学の学生諸君には、この新しいキャンパスO-MAPを練習に使い、今後躍進して 

もらえることを願います。 

  

最後に、今回このような機会を設けていただけたナショナルチームの皆様、横浜国立大学学生支 

援課他大学関係の皆様、大会を実現させるべく根強く渉外にあたってくれた現役学生の面々、そし 

て、本大会に参加していただける皆様に感謝いたします。 

   少人数でかつ大会運営経験の乏しい面々での運営となりますが、一味違うスプリント-Oと、代表 

選手の応援とで、楽しんでいただければ幸いです。 

   

                                

  

 



 

 

交通案内 

 

公共交通機関【推奨】 

 ※要項から変更し、正門からの入構を加えております。 

 ※テープ誘導は、正門（徒歩約4分）および南通用門（徒歩約2分）からのみ用意します。 

 

 (1)バス（横浜市営・神奈中）：横浜駅から210円 

横浜駅西口→（15～23分）→横浜新道→（徒歩約3分）→南通用門から黄テープ約2分 

・横浜市営バス202系統 横浜駅西口11番乗り場（所要時間 21～23分） 

9:25  9:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 

・横浜市営バス201系統 横浜駅西口14番乗り場（所要時間 15分） 

11:00 12:00 

・神奈中バス 横浜駅西口14番乗り場 中山駅行（所要時間  16分） 

  10:13 11:25 12:32  

 

↓横浜駅のバス停はこちらをご覧ください。 

http://www.ynu.ac.jp/access/bus.html 

↓「横浜新道」のバス停からのテープ誘導はありません。場所はこちらをご覧ください。 
http://www.ynu.ac.jp/access/pdf/bus_h10.pdf 

 

(2)相模鉄道線：横浜駅から170円 

横浜駅→（約8分）→和田町駅→（徒歩約20分）→南通用門から黄テープ約2分 

↓南通用門までの経路についてはこちらをご覧ください。 
http://www.ynu.ac.jp/access/train_south.html 

 

(3)横浜市営地下鉄：横浜駅から200円 

横浜駅→（約4分）→三ツ沢上町駅→（徒歩約16分）→正門から黄テープ約4分 

↓正門までの経路についてはこちらをご覧ください。 
  http://www.ynu.ac.jp/access/train_front.html 

 

(4)横浜駅から徒歩 

  正門までベストルートで約3.0km 徒歩約40分。 

※テープ誘導はありません 

 

自 動 車 ※出来るだけ公共交通機関をご利用ください。 

 

学内駐車場は有料になっていますのでご注意ください。 

300円／60分，以降20分ごと100円 

 

↓詳しくはこちらをご覧ください。 

http://www.jmk.ynu.ac.jp/gakugai/shisetsu/2campus/koutsuu/car/toujitu.html 

 

※学内の制限速度は時速20kmです。 

※体育館そばの駐車場をご利用ください。満車になった場合は係りのものが案内いたします。 

 

↓体育館はこちらマップのS1-7になります。 

http://www.ynu.ac.jp/access/pdf/map_ynu.pdf 

 

http://www.ynu.ac.jp/access/bus.html
http://www.ynu.ac.jp/access/pdf/bus_h10.pdf
http://www.ynu.ac.jp/access/train_south.html
http://www.ynu.ac.jp/access/train_front.html
http://www.jmk.ynu.ac.jp/gakugai/shisetsu/2campus/koutsuu/car/toujitu.html
http://www.ynu.ac.jp/access/pdf/map_ynu.pdf


 

 

会  場 

   サークル棟前 特設会場 

 

   ↓こちらのマップのS1-6になります。 

http://www.ynu.ac.jp/access/pdf/map_ynu.pdf 

    
・トイレ 

 １．サークル棟 

入ってすぐ正面にあります。（トイレは土足禁止） 

    ２．体育館地下 

      正面入り口から入いります。（土足禁止） 

      左側にある階段を下ります。 

      階段を下りて右側に女子トイレ、左側に男子トイレがあります。 

 

・更衣室 

   体育館地下 

      正面入り口から入いります。（土足禁止） 

      左側にある階段を下ります。 

      階段を下りて右側に女子ロッカールーム、左側に男子ロッカールームがあります。 

    

トイレ・更衣室ともに学生や職員も使いますので、迷惑がかからないように配慮願います。 

 

競技の流れ 

 

開 場 10:00 

 

受   付 10:00～13:00 

 

【事前申込の方】 「受付（事前）」にて受付します。 

・事前申込み分のコントロール位置説明、バックアップラベルを受け取ってください。 

・申込みに不備のあった方は別途案内いたします。 

 

【当日申込の方】 「受付（当日）」にて受付します。 

 ・参加費をお支払いください。 

一般：2,500円   学生：1,500円  高校生以下：1,000円 

（E-Cardレンタル：+300円） 

・コントロール位置説明、バックアップラベルを受け取ってください。 

    ・地図は多めに印刷していますが、なくなり次第の終了になります。 

 

   【追加練習申込の方】 

・事前申込みの方は「受付（事前）」にて受付します。 

・必ず受付済みのコースを走り終わってから受付してください。 

・当日申込みの方、及び事前申込みをしていない追加練習を走る方は、「受付（当日）」にて

受付します。追加500円をお支払いください。 

・地図は多めに印刷していますが、なくなり次第の終了になります。（事前申込み者の分は確 

保してあります） 

http://www.ynu.ac.jp/access/pdf/map_ynu.pdf


 

 

【Eカードレンタルの方】 

受付で受け取ったバックアップラベルを持参し、「Eカードレンタル」受付にて受け取ってく 

ださい。 

 ※追加練習参加の場合でもEカードは都度回収します。 

 Eカードレンタルの方はスタート直前に貸し出しを受けてください。 

 

ス タ ー ト 11：00～13:00，14:00～14:30 

・スタートまで、青テープで約1分です。 

・バックアップラベルにてコースのチェックをしますので、スタート係に見せてください。 

・スタート係は氏名とEカード番号をチェックし、スタート時刻を指定します。 

・Lコース、Sコースは13:00が最終スタートになります。 

・14:00～14:30はT1コース、T2コースのみとなります。 

 

イ ベ ン ト 

13:15 ナショナルチームからの挨拶 強化委員長 鹿島田浩二 他 

13:30～14:05 ナショナルチームレース 

 ↓スタートリストはこちらをご覧ください。 

http://ynuolc.com/sprint2012/nt_schedule.html 

  ※是非皆さんでテレイン内にて見学・応援して選手を盛り上げてください。 

 

ゴ ー ル 15:30 競技終了・撤収 

  パンチングフィニッシュです。 

ゴールをしたら、必ずすぐに計時をしてください。 

Eカードをレンタルした方はそのまま返却してください。 

 

 

 

 

競技情報 

 

地 図 

「名教自然 ～2012初夏～」（2012年発行） 

（JSSOM対応 地図縮尺 1:4000 等高線間隔 2m 通行可能度 4段階表示） 

  A4版 Lコース、Sコースはビニール袋に封入済（チャック式） 

  追加練習では、上記ビニール袋をお使いください。 

 

コース情報   

 ［コース］ [距離]（登り） [優勝設定時間] 

Lコース  3.3km（48m）  15～17分 ・本格的なコース 

 Sコース  2.1km（33m）  15分   ・初心者向きのコース 

・以下は2本目以降の練習用コースです。 

   T1コース  2.3km（41m）  12～15分 ・ショートレッグを多用したコース 

   T2コース   2.8km (42m)     12～15分 ・少し長めのレッグとショートレッグを 

組み合わせたコース 

 

 

 

 

http://ynuolc.com/sprint2012/nt_schedule.html


 

 

テレイン、コースプロフィール 

起伏に富んだ緑濃いキャンパスに校舎が様々な方向に建ち並びます。 

通行不能の壁、建物、そして起伏などを読み取り、適切なルート判断力、高いナビゲーション

能力が求められます。道は多くありますが、全体的に見通しの悪い箇所が多く、目に入る情報

はめまぐるしく変化しますので、スピードを維持するには高い技術力が必要です。また、スプ

リント-Oながら一部本格的な森林もあり、難易度は高めのコースとなっています。 

  

 

問い合わせ先 

ご不明な点・質問などございましたら下記連絡先までお尋ねください。 

info◆ynuolc.com （◆=@） 

電話：090-3142-3384（当日のみ 桜井） 

 

諸注意 

・2コース目以降の地図用のビニール袋は用意しませんのでご注意ください。 

・特に日差しがあたる箇所は下草が成長しています。制限はしませんが、肌の露出した服装 

は避けてください。 

・キャンパス内では自動車などが走行しています。車が通る道にでるときには特に注意を払

ってください。 

・教職員、学生、一般の方の活動の妨げとならないようにしてください。 

・スパイクシューズは使用禁止です。 

・競技中、植え込みや花壇等へ立ち入らないようにしてください。 

・主催者側で傷害保険に加入していますが、補償には限度があり、競技中の事故などには責

任を負いかねます。 

・レンタルしたEカードを紛失・破損した場合には実費をいただきます。 

 

※ プログラムは予告なく変更されることがあります. 

※ また、荒天等による中止の場合はホームページ（http://ynuolc.com）に6月9日（土）の

7:00までに掲載しますので、チェックしてください。 

 

http://ynuolc.com/

