
2008 年度 日本学生オリエンテーリング選手権大会 

ミドル･ディスタンス競技部門 関東地区代表選手選考会 

実施要項 

本大会は、2008年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル・ディスタンス競技部門（以下インカレ

ミドル）関東地区代表選手選考会（以下ミドルセレ）及び、それに併設する関東学連加盟員以外を対象とし

た大会である。 

 

1．概要 

日程：2008 年 11 月 30 日（日） 

場所：千葉県山武市 

会場：山武市成東公民館  

主催：関東学生オリエンテーリング連盟 

主管：2008 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル・ディスタンス競技部門 

関東地区代表選手選考会実行委員会（関東学連技術諮問委員会） 

総責任者：永田 有佳里（相模女子大学 3 年） 

イベントアドバイザー：石藏 友紀子（技術諮問委員会・お茶の水女子大学 07 年入学） 

 

2．交通 

極力，公共交通機関の利用を推奨する。 

【電車】 

JR 総武本線「成東駅」より 約 0.3km 徒歩約 5 分 

 

【自家用車】 

駐車場の利用を希望する者には駐車券を発行する。後述する申し込み方法に従うこと。駐車券のな

い者の車での来場は禁止する。違法駐車をした場合、学校単位で失格とする。OB・OG の違法駐

車の場合にも、学校単位で失格となる。 

なお、渉外状況により駐車券は希望に添えない可能性がある。予め承知のこと。 

 

3．競技情報 

【競技形式】 

個人によるポイントオリエンテーリング 

 

【使用地図】 

「Ryoso Canal」 1:15,000 を 1:10,000 に拡大して使用する。 

2005 年早稲田大学オリエンテーリングクラブ・日本女子大学オリエンテーリングクラブ・東京都

立大学オリエンテーリングクラブ・東京理科大学オリエンテーリングクラブ作成 



縮尺 1:10,000 等高線間隔 5m 通行可能度 4 段階 

 

【コース設定者】  

齋藤 翔太（一橋大学 2 年） 

 

【競技開始時刻】 

11:00 を予定している。詳細については後日発表のプログラムを参照すること。 

 

【テレイン状況】 

以下第 27 回早大 OC 大会より引用 

「周囲を市街地や田畑に囲まれており、起伏が緩やかで尾根・沢の地形は大きく、道・ 小径

が発達しているテレインである。その為、ハイペースでのレース展開が予想される。部分的に

細かな地形もあり、スピードが上がる中いかに正確さを保ちミスを抑えるか、という感覚が重

要である。小さなミスが勝敗を左右する要因となりえるだろう。」  

 

【設置クラス・優勝設定時間】 

クラス 優勝設定時間 クラス 優勝設定時間 

ME（男子選手権クラス） 25 分 WE（女子選手権クラス） 25 分 

MF（男子新人クラス) 20 分 WF（女子新人クラス） 20 分 

MEC（チャレンジクラス） 25 分 WEC（チャレンジクラス） 25 分 

※１：ME/WE クラスへの参加は、関東学生オリエンテーリング連盟の加盟員であり、「日本学生オ

リエンテーリング選手権大会実施規則第４条参加資格」を満たす者に限る。 

※２：MF/WF クラスへの参加は、同上かつ登録１年目の選手に限る。 

※３：関東学連加盟員以外の対象は、チャレンジクラスとする。 

※４：チャレンジクラスのコースは、それぞれ E クラスと同一のものである。 

※５：E クラスについては、参加人数が多い場合は同程度の距離・難易度のコースの２つのクラスに

分けることがある。 

 

【パンチングシステム】 

EMIT 社電子パンチングシステムを使用する。 

なお、My e-card の使用を認める。その場合、申し込みの際に忘れずに、申し込み Excel シートへ

e-card ナンバーを記入すること。 

 

【シード選手】 

ME/WE クラスにおいては、シード選手制を設ける。これについては後述する。 

 

4．インカレミドル関東地区代表選手選考について 

本選考会では、「日本学生オリエンテーリング選手権ミドル・ディスタンス競技部門 関東地区代表選

手選考会実施基準」に基づき、平成 20 年度インカレミドル関東地区代表選手を決定する。 



【通過人数】 

今年度の関東地区学連枠は、日本学連技術委員会が公表する「2008 年度インカレ ミドル・ディス

タンス競技者数配分について」に基づき、70 名・女子 34 名である。その内訳は以下の通り。 

 

内訳 男子 女子 

選考免除者数 8 名 5 名 

本選考会選考選手数 55 名 26 名 

推薦による選考選手数 7 名 3 名 

 

【選考免除者】 

以下の前年度インカレミドル A-Final 出場者は選考を免除される。 

男子 女子 

中村 亮太 茨城４年 畑岡 祥子 茨城４年 

小見山 斉彰 千葉４年 高野 絵理子 相模女子４年 

谷口 彰登 千葉４年 永田 有佳里 相模女子３年 

神谷 泰介 筑波３年 高野 美春 十文字女子２年 

下嶋 健太 筑波３年 松永 真澄 日本女子４年 

菅原 大樹 東京４年   

齋藤 翔太  一橋２年   

岡本 将志 早稲田２年   

 

【シード選手】 

上記免除者を除いた、以下の前年度インカレミドル予選 24 位以内の者は ME/WE クラスのシード

選手とする。なお、クラスが２つに分かれる場合は、シード選手はそれぞれにできるだけ均等に割

り振られる。 

ME WE 

熊澤 貴弘 慶応義塾４年 近藤 友洋 東京工業４年 小沢 千鶴子 実践女子４年 

古澤 誠実朗 千葉３年 柴本 浩児 東京工業４年 太田 夏美 千葉２年 

石松 純 筑波３年 古谷 嵩 東京工業３年 白形 由貴 筑波４年 

太田 康博 東京４年 新城 大樹 東京工業２年 山本 紗穏里 筑波２年 

林 城仁 東京４年 川村 渉 東京理科３年   

大木 孝 東京２年 野々垣 亘 一橋３年   

山上 大智 東京２年     

 

【推薦】 

推薦による選考選手は、技術諮問委員会による推薦によって決定する。その結果前述の推薦による

代表選手枠が満たされなかった場合、本選考会で選考されなかった者のうち順位がよい方から順に

繰り上げるものとする。但し、複数のコースの場合はコースに関わらずタイムの速いものを優先す



る。決定すべき人数と同順位の者が複数人でた場合には、技術諮問委員会の立会いのもとで抽選に

より優先順位を決定する。 

なお、推薦による選考については、学連幹事会から追って詳細の連絡を行う。 

 

【学校枠】 

実施基準第 9 条「学校枠」制度により、各加盟校及び準加盟校は前述の関東地区学連枠男子 70 名、

女子 34 名の他に学校枠として選手権クラスに男女各１名ずつ出走させることができる。ただし、

学校枠適用者は前記の男子 70 名、女子 34 名または本選考会 ME/WE/MF/WF クラスに申し込んだ

者に限る。 

 

 

5．参加費・申し込み方法 

【申し込み方法】 

全て事前申し込みとする。当日参加は受け付けない。 

関 東 学 連 ホ ー ム ペ ー ジ （ URL ： http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/ ） か ら 、

「08m-sele_entry.xls」をダウンロードし、情報の記入が完了した Excelシートをメールに添付し

て下記申込担当者(永田)まで送信すること。折り返し、確認のメールを返信する。 

3 日経っても返信がない場合は申し込み担当者まで別途連絡すること。メール送信時には下記の申

込例を参考にすること。なお、申し込みに使用した個人・団体の情報は運営の用途のみに使用し、

目的外に利用することはない。 

 

【Excelシートの記入】 

①申込用紙シート 

全ての参加者の氏名、参加クラス、学連登録年数を記入すること。 

My e-card を使用する場合は e-card ナンバーを明記すること。申し込み時点で明記されていない

場合、当日に使用することはできない。 

②代表者記入事項シート 

大学名又は所属、申込代表者の氏名および連絡先、駐車券希望枚数を記入すること。 

※なお、Office2007 を使用の方は Excelシートを Excel97-2003(*.xls)形式で保存し添付のこと。 

申込締切日は 11 月 10 日（月） ( メール送信時間有効 )とする。 

申込は「Excel シートの送信」と「参加費の振込み」を以って完了とする。メール送信、参加費振

込みの確認が取れ次第、関東学連ホームページに順次エントリーリストを公開するので確認のこと。 

※ファイル名は「○○大学 08 m-sele_entry.xls」で保存すること。 

 

【申込宛先・申込担当者連絡先】 

 申込担当者：永田 有佳里  

 申込例 

[宛先] ak_yn__■hotmail.com （■→@） 

 [件名] 【ミドルセレ申込】関東大学 



 [添付] ○○大学 08m-sele_entry.xls 

[本文] ○○大学の関東です。ミドルセレの申込です。 

参加費は 11 月△日に振り込みました。 

確認の上、返信をお願いします。 

 

【参加費の振込み】 

 11 月 10 日（月）までに下記郵便口座に申込代表者が振り込むこと。郵便振替（電信不可）の青

い用紙を使用して通信欄に大学名又は所属、クラス別参加人数、My e-card 使用人数を記入のこ

と。振込手数料は各大学、個人で負担すること。 

振込みの確認をもって申込受付の完了とする。 

 

【振込先】 

郵便振替口座 加入者名：関東学生 OL 連盟 口座番号：00140-2-160762 

 

【参加費】 

各クラスの参加費は以下の通りである。 

 

 

 

 

※My e-card を使用する場合には 200 円引きとする。 

※一度納入された参加費は、いかなる理由によっても返金を行わない。 

 

【プログラム郵送】 

プログラムは関東学連ホームページ上において公開する。原則として郵送は行わない。プログラム

の郵送を希望する場合は申込の e-mail を送る際にその旨を伝え、希望数を明記すること。 

 

 

6．その他・注意事項 

【表彰】 

選考会終了後、MF/WF クラスの上位 3 位以内および MEC/WEC クラスの優勝者については表彰

を執り行う。 

 

【リザーブテレイン】 

開催予定地である「Ryoso Canal」および、本選考会に使用される可能性のあるリザーブテレイン

「赤根」への、オリエンテーリング目的での立入りを選考会当日まで禁止する。立入りが判明した

場合、学校単位での失格等の措置がとられる可能性がある。 

【コンパス貸し出し】 

コンパスの貸し出しを当日の受付で行う。なお、事前の申し込みは必要ない。 

ME/WE/MEC/WEC 2400 円 

MF/WF 1300 円 



 

【誓約書】 

参加者は、必ず誓約書を提出すること。誓約書は関東学連ホームページから「2008 年度ミドルセ

レ誓約書.pdf」をダウンロードする。申込代表者が参加者全員分の署名を集め、必要事項を記入の

上、大会当日受付に提出すること。誓約書をダウンロードできない、または印刷できない場合は別

途対応するので問い合わせ先（永田）まで連絡すること。e-card 等は誓約書と引き換えに渡される。

なお、誓約書が提出されなかった場合は出走を認めない。 

 

7．問い合わせ先 

永田 有佳里：アドレス  ak_yn__■hotmail.com （■→@） 


