
大将杯 2020 プログラム・スタートリスト 

要綱からの変更点は黄色で記載されます． 

1．大会概要 

開催日 

2020 年（令和 2 年）10 月 31 日（土）（雨天決行・荒天中止） 

主催 

北海道大学オリエンテーリング部 40 期 信原さん 

大会役員 

大会責任者（全責任を執る人） 木本 円花 

競技責任者（コースとか作る人） 湯浅 博晶 

運営責任者（色々できる人） 吉澤 晃弥 

名付け親（解脱の名をつけた人） 藤本 卓嗣 

見守り隊々長（見守る人） 古村 淳吉 

計時責任者（タイムキーパー） 大野 弘人 

年目責任者（同期で一番強い人） 湯上 麻貴 

裏・大会責任者（裏ボス） 吉田 亘希 

開催地 

北海道北広島市 

会場 

テレイン「解脱の杜」北西、畑横のオープン ( https://goo.gl/maps/AetBm4U5kvQAeGn9A ) 

・交通案内…車（推奨）、JR での来場が可能 

車…札幌中心部より国道 36 号経由で約１時間。 

JR…JR「北広島駅」下車。徒歩 5.5km。 

タイムスケジュール 

10:00 開場 

11:30  トップスタート 

15:00 フィニッシュ閉鎖、撤収  

https://goo.gl/maps/AetBm4U5kvQAeGn9A


2．競技情報 

競技形式 

ポイントオリエンテーリング  

EMIT 社製電子パンチングシステムを利用 

使用地図 

解脱の杜（2017 年北海道大学オリエンテーリング部作成） 

等高線間隔：5m 縮尺 1:10000  

走行可能度表示：4 段階 A4 版縦 

 

コース情報 

 

クラス レッグ長（km） 登距離（m） 優勝設定（分） 給水（％） 

大将杯 7.5 310 60 40 

女王杯 3.9 120 60 60 

大将の卵杯 2.1 60 40 40 

女王の卵杯 2.0 55 40 40 

・いずれのコースもスタート地区まで徒歩二分・フィニッシュは会場付近です. 

・給水位置は大体です。 

・距離はスタートから全てのコントロールを経由したフィニッシュまでの直線距離、登距 

離は最速と予想されるルートでの値です。 

・給水位置はコース距離に対する割合を示しています。 

・フィニッシュ閉鎖時刻を超えた選手は失格となります。その場合は、競技中でも速やか

にフィニッシュに向かってください。 

 

テレインプロフィール 

テレインは札幌市に隣接する北広島市郊外に位置しています。テレインは中央部を東西に

流れる小川で二分され、南部はゆるやかな広い尾根と細かな沢が見られますが、北部や川の

周辺は急峻でタフな地形となっています。全体でみても道がほとんどなく、読図の正確さや

技術力が試されるでしょう。 

 

 



3．その他諸 

・現役生のみ，各クラス上位一名を表彰します． 

・可能な限り腕時計を持参してください． 

・会場に駐車するスペースはありますが，参加者が予想よりも多く，奥に詰める形の駐車と

なる場合があります．ご理解・ご協力をお願いします． 

・昼食、飲料は各自でご用意ください． 

・デフケースを持っている人は持参したほうが良いです. 

・参加者が第三者に与えた損害等について、主催者は一切責任を持ちません。 

・小さな子供には必ず保護者がついてください。 

・競技中のケガに備え健康保険証を持参してください。 

・少人数運営ですので，運営進行にご協力をおねがいします。 

・競技終了後の成績は lapcenter に掲載します。 

・前日 21:00～当日 6:00 の間に道協会 Facebook に中止/決行を投稿します。 

・昨今のコロナウイルス事情のため打ち上げは開催いたしません． 

 

  



４．スタートリスト 

スタート 氏名 コース 所属（年目） Ecard 

11:30 川原 蒼 大将杯 氵(さんずい)にされがち レンタル 

11:31 鎌田 美穂 女王の卵杯 総合教育部理系 レンタル 

11:32 宮川 俊哉 大将杯 札幌農学校 レンタル 

11:33 堂垂 悠人 大将杯 レア名字 OLC レンタル 

11:34 熊谷 智之 大将杯 ルスツリゾート レンタル 

11:35 山花 弘明 大将杯 二年目 レンタル 

11:36 山崎 弘文 女王杯 やまざきこども医院 レンタル 

11:37 森谷 恵吾 大将杯 無職 506500 

11:38 田中 翔大 大将杯 練馬 OLC レンタル 

11:39 今井 雅啓 大将杯 痔とともに生きていく会 2020 レンタル 

11:40 木谷 弥彦 大将杯  レンタル 

11:41 五十嵐 公一 大将杯 二年目 レンタル 

11:42 山本 誠 大将杯 マケドンスコ レンタル 

11:43 藤井 春菜 女王杯 インカレ前に髪染めて煽られる系 レンタル 

11:44 大西 肇 大将杯 丸刈り OLC レンタル 

11:45 野中 千加子 女王杯  レンタル 

11:46 野澤 優斗 大将杯 オンライン授業被害者の会 506396 

11:47 久田 雄介 大将杯 鳥白島少年団治安維持執行部 レンタル 

11:48 野中 道夫 大将杯  レンタル 

11:49 藤本 紘哉 大将杯 みんなのこころとおもいでのなか 506498 

11:50 太田 伊代香 女王杯 二年目 レンタル 

11:51 中島 颯大 大将杯  レンタル 

11:52 高木 一人 大将杯 LS北見（ロコ・ソラーレ） 250417 

11:53 犬山 瑛斗 大将杯 スーパードッギーズ 250418 

11:54 久保田 皓貴 大将杯  レンタル 

11:55 武田 信悟 大将杯 二年目 レンタル 

11:56 大塚 彩加 女王杯 二年目 レンタル 

11:57 今松 亮太 大将杯 北大 OLC40期（概念） レンタル 

11:58 倉地 草太 大将杯 TRGZ北大 OLAC 506391 

11:59 坪井 政樹 大将杯 坂柳派 506394 

12:00 前川 一彦 大将杯 大阪 OLC 507551 

12:01 野口 晃太郎 大将杯 まるぼうず OLC 506395 



12:02 清水 嘉人 大将杯 最近オリエンしたいの…OLC 506392 

12:03 森 倭渡 大将杯 彼女と再びわかれた OLC 506499 

12:04 塩平 真士 大将杯 OB二年目 レンタル 

12:05 末満 寛太 大将杯 ながら寝 OLC 220428 

12:06 冨安 蓮 大将杯 お散歩 OLC レンタル 

12:07 泉 修平 大将杯 OB五年目 レンタル 

 

・いずれの時刻の出走でも，フィニッシュ閉鎖時刻 15:00 までには帰還してください． 


