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用語の説明 
 

本プログラムでは、以下の用語を使用します。 

 

用語の略称について 

・2002年度日本学生オリエンテーリング選手権ショートディス

タンス競技大会（第 10 回） → インカレショート大会 

・2002年度日本学生オリエンテーリング選手権ショートディス

タンス競技大会（第 10 回）学生併設大会・一般併設大会 

→ 併設大会 

・日本学生オリエンテーリング選手権ショートディスタンス競

技大会実施規則 → インカレショート実施規則 

・男子選手権クラス → ME 

・女子選手権クラス → WE 

・決勝 → A ファイナル 

・予選未通過者対象レース → B ファイナル 

 

 

パンチングシステムに関する用語 

本大会ではノルウェーEMIT社製電子パンチングシステム

を使用します。これに伴い本プログラムでは次のような

用語を使用しています。 

E-Card 従来の「コントロールカード」に代わ

り、コントロールの通過を記録する

器具。 

競技者が手に持って走る。 

コントロール 

ユニット 

従来の「パンチ」に代わり、コントロ

ールにおいて記印を行うための器

具。 

E-Card をはめ込んで使用する。 

アクティベー

ト 

スタート前に E-Card をスタートユニ

ットにはめ込み、E-Card を起動させ

ること。 

スタートユニットのパイロットランプ

が 2 回点滅するのを確認してくださ

い。 

 

その他、本プログラムでは以下のような専門用語を用いま

す。 

パンチング 

フィニッシュ 

フィニッシュに設置したコントロー

ルユニットにて記印した時刻を速

報競技時間とする方式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 月 4 日（振）：インカレショート大会 

および 併設大会スケジュール 
 

07：30～ 優勝杯返還 

07：30～10：00 インカレショート大会受付 

07：30～12:00 併設大会受付 

09：01～ インカレショート大会予選競技開始 

10：16～ 併設大会競技開始 

11：00  インカレショート大会予選ゴール閉鎖 

11：15  第 1 次 A ファイナルスタートリスト発 

（公式掲示板） 

11：30  最終確定 A ファイナルスタートリスト発表 

（公式掲示板） 

11：30～12：15 A ファイナル出場者受付（本部受付） 

12：00～ B ファイナル競技開始 

12：40  B ファイナル最終スタート 

12：40～ 地図返却 

12：40～ 地図販売、大会報告書受付（本部受付） 

13：22～ A ファイナル競技開始 

13：40  B ファイナルゴール閉鎖 

14：30           併設大会ゴール閉鎖 

15：00～ 表彰式 

15：32  A ファイナルゴール閉鎖 

 

 

大会の順延・中止 
・参加者の安全が確保できない、もしくは円滑な運営が困難

であると実行委員会及び大会コントローラーが判断した場

合には、大会を中止します。なお、中止になった場合にも

参加費の返金は一切行いません。 

・大会中止の案内は大会当日 11月 4 日午前 6 時より下記の電

話番号にて行います。 

090-3333-0893 （実行委員長 木村佳司 携帯電話） 

 

大きなケガをした時 

大会会場となる菅平高原地区には病院はありません。救急

車もいません。大きなけがをした場合、上田市か長野市ま

で車で輸送することになります。いずれも車で30 分以上か

かります。頭にいれておいて下さい。 

スポーツ障害保険に加入しています。大会中に事故、けが

がありましたら大会本部にご連絡下さい。また保険証を持

参して下さい。 

 

成績表受付 
・インカレショート大会報告書（1 部 500 円 郵送料込み）

の販売受付をします。本大会参加の学連加盟員には、無料

配布となります。（受付にて 12：40～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Information 大会全般について 
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競技説明 
 

地図表記 
縮尺 1：10,000 

等高線間隔 5m  走行可能度 4 段階 

地図の表記は ISOM2000 に準拠します。 

なお特殊記号として以下の記号を用いています。 

○（緑）：独立樹 

 

コースの概要 
予選決勝ともスタート位置はフィニッシュよりも標高が

高い場所に設けられるため、全般として下り基調のレー

スでスピードを出しやすくなっている。テレインは植生

を中心にかなり複雑で見通しもさほど良くないので、部

分的に難易度が高くなっている箇所もある。決勝のレー

ス終盤では、観戦者が楽しめるよう会場から見えるエリ

アでレースが展開されるだろう。 

 

クラス コース距離(m) 登距離(m) 

ME-FA 3900 160 

WE-FA 2600 90 

ME-Q1 3300 160 

ME-Q2 3300 160 

ME-Q3 3400 150 

WE-Q1 2800 120 

WE-Q2 2700 130 

ME-FB 1950 120 

WE-FB 1950 120 

MUA 3300 160 

WUA 2800 120 

MUB 2300 120 

WUB 2300 120 

MF 2500 130 

WF 2300 120 

MAL 6400 280 

WAL 6400 280 

MAS 3300 160 

WAS 2800 120 

MB 2300 120 

WB 2300 120 

N 2300 120 

 

実施規則の不適用条項 

以下の条項を不適用とします。 

「第 10 条 1 項」 

本大会では、予選の成績速報に関する調査依頼は、予選

ゴール閉鎖後 30 分以内とします。 

 

全クラス E-Card を使用 
・本大会では、電子パンチングシステム（EMIT社の E-Card）

を使用します。 

・選手権クラス予選では、E-Card の回収はせず、ゴール地区

でデータの読み取りだけを行い、同じ E-Card を B ファイナ

ルで使用します。ペナルティなどが無い限り、バックアッ

プラベルの回収は行いません。B ファイナル出場者はその

まま同じ E-Card を使用して出走してください。予選時に、

バックアップラベルを紛失した B ファイナル出場者は、受

付でバックアップラベルを再配布します。 

・A ファイナル出場者は、受付で予選用 E-Card と Aファイナ

ル用 E-Card とを交換します。 

 

予選スタートはレーン制 
インカレショート大会の予選はレーン制を採用しています。

男子の場合、コースが ME-Q1、ME-Q2、ME-Q3 に分かれてい

ますが、同一スタート時刻の者を乱数によりレーン 1、レ

ーン 2、レーン 3 に割り振っています。従って参加者は地

図を受取るまで自分がどのコースに割り振られているのか

を知ることができませんし、他人のコースを知ることもで

きません。これは、故意の追走を防ぐための措置です。同

一時刻にスタートする 3 つのレーンの参加者は全員違うコ

ースを走ることになります。 

このようなスタート方式のため、予選ではコントロール位

置説明の事前公開はありません。 

 

予選スタート時刻抽選について 
インカレショート実施規則第 8 条 1 項に基づき、公正な立

会人のもとで予選スタート時刻の抽選を行いました。本大

会のショート競技では学連ごとに予選コースを均等に割り

振っています。公開抽選ではコース割り振りも公開しなく

てはいけません。本大会ではレーン制を採用し、コースの

割り振りを明らかにしないため、抽選は非公開としました。 

 

B ファイナルについて 
予選各コースで上位12位に入れなかった選手はBファイナ

ルに出場できます。 

B ファイナルは、予選レーンごと（同色のゼッケンごと）

に一斉スタートとなります。一斉スタートですが、コース

が複数パターンあり、故意の追走がしにくくなっています。

リレー競技の 1 走と同じで、コースが複数パターンありま

すが、そのレーンで一番早くまわってきた選手が優勝です。

なお、どのコースパターンもほぼ同じ時間で回ることがで

きるようにコースが設定されています。 

 

指定地域の地図の持込禁止 
・過去に作成されたオリエンテーリング用地図で、こんかい

の競技エリアを含む地図を会場内・駐車場内で参照するこ

とを禁止します。持込が発覚した場合、失格とします。 

・上記オリエンテーリング用地図とは、「日本ダボス」「根子

岳・四阿山山麓」と、本大会前日の全日本リレー大会で使

用した地図のことです。 

 

公式掲示板 
本部周辺に設けます。急な変更点、お知らせなど、参加者

に伝えるべき公式な情報はすべてこの掲示板を通してお知

らせします。必ずご覧下さい。 

 

テレインの概要 
テレインは根子岳山腹に位置する大きな斜面で、川のある

深い沢以外では、尾根沢は全般に浅くなっています。大会

ではオープン・セミオープン・ラフオープンからなる牧場

とその周辺の林が使われます。大会時には牛はすべて牛舎

に戻っているので、牧場で家畜に遭遇することはありませ

ん。 

予選・決勝ともコースの100%が標高 1200ｍ以上に位置しま

す。最も高い部分では、標高約 1700ｍとなります。 

道などの線状特徴物は少なめです。大きな岩石も散見され

ます。 

本大会のテレイン内部には牧場用の有刺鉄線が多数ありま

すが、これらは地図上ですべて通行可能の柵として表記さ

れています。乗り越える時にはケガをしないように充分注

意して下さい。 

 

気象 
大会が行なわれる菅平高原は、根子岳（標高2,207m）の山
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麓に位置する有名なスキーリゾートです。多くの宿舎が存

在する中心街も標高は約 1,300m あり、11 月初旬では、朝

夕はかなり冷え込み、積雪の心配はまずないものの、氷点

下になることは考えられます。日中は、晴れると気温は 15

度以上まであがりますが、雨が降ると 10度以上に上らない

こともあります。 

例年、この時期の天候は安定しているものの、朝夕は霧が

発生しやすく視界が50ｍ程度になる場合もあります。また、

昼から午後にかけては風が強く吹く事もよくあります。 

会場が屋外ですので、以上の事に留意しておいて下さい。 

 

過去 5 年間の 11 月 4 日の気象データ 

観測地：菅平高原アメダス 

年 1997 1998 1999 2000 2001 

最高気温（℃） 13.8 16.0 6.7 15.6 5.2 

最低気温（℃） -5.3 5.2 -1.6 6.0 -3.5 

24 時間降水量(mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 

日照時間(h) 9.5 9.0 5.4 9.5 6.0 

 

 

シード選手について 
理事会においてインカレショート実施規則第 8 条に基づき、

2002年度インカレショート大会のシード選手を以下の通り

決定しました。 

 

【男子】11 名  

禅洲拓 東北 4  

堀江守弘 東北 3  

笹谷淳一 金沢 4  

佐々木良宜 筑波 4  

知念 毅 早稲田 4  

寺垣内航 早稲田 3  

青木博人 東京 3  

久野雄介 東京 3  

蔵田真彦 東京工業 4  

西尾信寛 京都 4  

新宅有太 京都 3  

 

【女子】10 名  

姫野祐子 東北 3  

大塚泰恵 金沢 3  

黒河幸子 筑波 4  

高野麻記子 筑波 3  

田島聖子 東京女子 4  

川島沙耶香 東京女子 3  

皆川美紀子 東京農工 3  

石川裕理 京都 4  

浅井千穂 京都 3  

宮内佐季子 京都 2 

 

 

裁定委員 

上田 泰正 （早稲田大学卒） 

ほか 2 名は当日までに公式掲示板に掲載します。 

 

 

コース設定者 
利光良平（駒沢大学卒） 

 

 

チームオフィシャル 
・チームオフィシャルは事前に配布されたID カードを必ずお

持ち下さい。再発行はいたしません。 

・チームオフィシャルは、予選スタート地区・A ファイナル

スタート地区まで、選手に同行することができます。その

際には、ID カードを必ず携帯してください。 

・チームオフィシャルには、全コントロール図・全予選コー

ス図・全決勝コース図・白図を無料で配布します。受付で

ID カードを提示し、受取ってください。（12：40 より） 

 

 

個人の責任で参加してください 

参加者が本人または第三者に与えた損害・損失について主

催者・主管者は責任を負いません。駐車場などでの損害や

盗難などについても責任を負いません。個人個人で充分に

気をつけてください。 
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菅平高原にようこそ ！！ 

選手の皆様のご健闘を 

こころよりお祈りいたします。 
 

 

 

さわやかな高原で 合宿・大会を！！ 

菅平高原 
オリエンテーリングクラブ 

オリエンテーリングをサポートする宿グループです。 

http://www.sugadaira.net/~orienteering/ 


