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【はじめに】
・本大会では、日本学生オリエンテーリング選手権大会実施規則（以下「実施規則」とす
る）第 2 条に定められた競技（『選手権の部』）を実施する。同時に、『選手権の部』に
出場しない学連加盟員のための競技（『一般の部』）を併設開催する。
・『選手権の部』に出場できるのは、実施規則第 4 条 2 項に定められた「選手登録名簿」に
記載された選手に限られる。『一般の部』には、クラシック・リレーのそれぞれについて、
「選手登録名簿」に記載されていて『選手権の部』に出場しない選手のほか、実施規則第
4 条 1 項に該当しない学連加盟員（過年度生など）が出場できる。

【開催日】
2004 年

3 月 12 日（金） 開会式
3 月 13 日（土） クラシック、トレイル O
3 月 14 日（日） リレー・閉会式

【開催地】
三重県名張市・名賀郡青山町
競技会場

青山町立上津小学校（予定）

【地図】
・クラシック

縮尺 1:15,000

等高線間隔 5m 走行可能度 4段階表示

・リレー

縮尺 1:10,000

等高線間隔 5m 走行可能度 4段階表示

・トレイルO

縮尺 1: 4,000 （予定） 等高線間隔 5m 透視可能度 3段階表示

※いずれの地図も、OCADを利用したコンピュータ作図である。

【モデルイベントに関する情報】
モデルイベントを以下のように開催する
【開催期間】3 月 11 日(木)〜 3 月 12 日(金)
【開催地】三重県名賀郡青山町
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・モデルイベントテレイン「奥鹿野」は、現在既にトレーニング用に開放されている。
使用に際しての注意事項は、要項 1 から修正されているので、本要項 2 の末尾部分
の修正事項をよく読んで、注意事項を遵守すること。
・モデルイベント用地図に関して縮尺は 1:10,000 のみとし、1:15,000 は用意しないの
で注意すること。
・モデルイベント用地図は、実際に競技に使用する地図と同一基準で調査されている。
また例年どおり、要項 4 (プログラム)と同時に、2 月下旬に配布する予定である。
・トレイル O のモデルイベントは 2004 年 3 月 12 日に開会式会場付近で行う。地図は
当日販売する（100 円）。

【選手権の部】
実施規則に定められた次の 4つの競技を実施する。今後、便宜上（）内の略称を使用するこ
とがある。
・男子クラシック（ME）
・女子クラシック（WE）
・男子リレー（ME）
・女子リレー（WE）
・クラシック・リレーの各種目上位6位までを表彰する。また、クラシックのME、WEにおい
て、今年度学連初登録者で最も成績の良かった選手を特別表彰する。
・クラシックの地区学連配分枠は以下の通り。

男子
女子

北東
11
5

北信越
5
3

関東
25
18

東海
4
3

関西
12
10

中九四
3
1

合計
60
40

2003年9月3日付技術委員会発表の「2003年度インカレクラシック競技者数配分の訂正に
ついて」の通り、女子配分枠数が当初発表より訂正されているので注意すること。
【チームオフィシャルについて】
各加盟校及び各準加盟校は、選手登録者とは別に、選手を支援する者（チームオフィシャ
ル）を同行させることができる。チームオフィシャルは、日本学連の加盟員、評議員、賛助会
員とする。各加盟校及び各準加盟校に認められるチームオフィシャルの人数は以下の通りとす
る。
男子の選手登録に対して、
選手権の部（男子リレー）にチームを出場させる場合

：2名

選手権の部（男子リレー）にチームを出場させない場合

：1名

女子の選手登録に対して、
選手権の部（女子リレー）にチームを出場させる場合

：2名

選手権の部（女子リレー）にチームを出場させない場合

：1名

【一般の部】
以下の各クラスの競技を実施する。今後、便宜上「一般学生クラス」という名称を用いるこ
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とがある。エントリーに際しては 2003年 11月中旬に公開される「申し込みの手引き」を参考
にすること。
○ クラシック（2004年 3月 13日）

クラス
MAL
MAS
MF
MB
WAL
WAS
WF
WB

レベル
男子上級(ロング)
男子上級(ショート)
男子中級
男子初級
女子上級(ロング)
女子上級(ショート)
女子中級
女子初級

エントリー資格
学連登録 2年度目以上の者
学連登録 2年度目以上の者
今年度学連初登録者のみ
学連登録者 (登録年数は問わない）
学連登録 2年度目以上の者
学連登録 2年度目以上の者
今年度学連初登録者のみ
学連登録者 (登録年数は問わない）

各クラスとも、人数によって複数のクラスに分割することがある。各クラス上位 3位まで
を表彰する。但し、過年度生は表彰対象外とするが、上位 3位以内のタイムの場合は特別表
彰を行う。
○ トレイルO（2004年 3月 13日）

クラス
レベル
エントリー資格
A
トレイルO経験 2回以上の競技者を想定 学連登録者 (登録年数は問わない)
N
トレイルO経験 0-1回程度の競技者を想定 学連登録者 (登録年数は問わない)
選手権の部に出場する選手も出場できる。事前にはスタート時刻の指定は行わず、当日希
望の時刻を設定することができる。また、当日参加が可能である。
（トレイルOコントローラーはトレイルO研究会の高橋厚が担当する。）
○ リレー（2004年 3月 14日）

クラス
MU
WU
XU
MS
WS

チーム編成
男子
女子
男女混合
男子
女子

人数
3名
3名
3名
1 名 (個人によるスプリント)
1 名 (個人によるスプリント)

・出場者の学連登録年数は問わない。
・MU、WU、XU は同一校に所属する者でチームを構成することが望ましい。構成員の所属が
複数校にまたがるチームの参加も可能であるが、各校につき 2チームまでに限られる。
・WU、XU の難易度は同程度とする。
・各クラスとも、チーム数によって複数のクラスに分割することがある。MU、WU、XU は各
クラス上位 3位まで、MS、WS は各クラス上位 1位までを表彰する。また、MU、WU、XU
において、今年度学連初登録者のみで構成されたチームのうち、最も成績の良かったチーム
を特別表彰する。
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【宿泊・輸送に関する情報】
参加者は、大会期間中は主管者が指定する宿舎に宿泊するものとする。宿舎から競技エリア
までの輸送はバス・鉄道及び駅からの徒歩で行う。参加者の宿泊申し込みについては、2003年
11月 中旬に公開される「申し込みの手引き」に従うこと。

【参加費】
9,000 円（税込）

○ クラシック・リレー

・選手・チームオフィシャル共に参加の形態および参加日数に関わらず、参加費は同額とす
る。
・参加費には、要項４（プログラム）、大会報告書のほか、競技に必要な費用を含んでいる。
・後述する「遅れエントリー」では、割増料金（一人 1,000 円・税込）が必要となる。
○ トレイル O（オプション）

500 円（税込）

・希望者はエントリー時に申し込むことができる。
・当日参加も受け付けるが、割増料金（一人 300 円・税込）が必要となる。
○ 選手権の部

登録料

【クラシックの部】 男子・女子共に 1 人

1,500 円

男子 1 チームにつき

6,000 円

女子 1 チームにつき

4,500 円

【リレーの部】

参加費の詳細および輸送費、宿泊費等については、2003 年 11 月中旬に公開される「申し込
みの手引き」を参照すること。

【申し込み方法】
・申し込みは原則としてインターネット上のエントリーサイトで行う。止むを得ない場合のみ
紙による申し込みを受け付けるが、できる限り避けること。なお、エントリーサイトにログ
インするために必要なIDを、11月 15日(インカレショートの前日)に行われる日本学連総会時
に、各加盟校及び準加盟校(以下「各校」と略す)渉外代表者及び各地区学連事務局長に、
「申し込みの手引き」と共に配布する。日本学連総会で配布出来なかった加盟校及び準加盟
校には、郵送にて配布する。
・ 2003年 11月 16日から 2003年 12月 31日までを「通常エントリー」期間とする。通常エン
トリーの際にはクラシック(一般の部)の各人の参加クラスとリレーのクラス別参加チーム数
(選手権の部を含む)を記入する必要がある。申し込みの期間が短いので、事前に各校で調査
しておくことが望ましい。
・通常エントリー締め切り後に変更が生じた場合、2004年 1月 1日から 1月 16日まで「遅れエ
ントリー」として受け付ける。但し、遅れエントリーについては、割り増し料金を徴収する
上、要項４(プログラム)掲載のスタートリストに反映されないことがあるのでできる限り行
わないこと。
・クラシック(選手権の部)の選手登録を「クラシック選手権登録」として受け付ける。「クラ
シック選手権登録」は「通常エントリー」の参加クラスを各地区学連が変更することで行わ
れる。

4

・通常エントリー終了後、2004年 1月 16日までに「参加費納付の手引き」を各校ならびに各地
区学連に送付する。特別な事情がある場合を除き、通常エントリー終了時点で登録されてい
る者の参加費は納付しなければならない。
以上の申し込み締め切りと担当者の関係は以下のようになる。

通常エントリー
遅れエントリー
クラシック選手権登録
参加費納付

締め切り
2003年 12月 31日
2004年 1月 16日
2004年 1月 16日
2004年 1月 23日

担当者
各校渉外担当者
各校渉外担当者
地区学連事務局長
各校渉外担当者
地区学連事務局長（クラシックME/WE登録料）

・申し込み方法や参加費などの詳細については、各種手引きを参考にすること。なお、各種手
引きは、正式配布前でも、可能になり次第、順次伊賀インカレ公式ホームページ
( http://www.orienteering.com/~ic2003/ )で公開していく。

【併設大会】
これまでに挙げた競技（選手権の部、一般の部）とは別に、一般を対象とした併設大会を
2004 年 3月 13日（土）及び 3月 14日（日）に実施する。詳細は後日発表する。尚、この競技
には、原則として学連加盟員は参加出来ない。

【観戦】
開会式、クラシック、リレー及び閉会式の観戦を受け入れる。

5

【要項1修正事項】
2003 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会要項 1 記載事項を以下の通り修正する。な
お、この修正は 2003 年 8 月 8 日に発行された「要項 1 修正事項」からさらに修正されている
ので注意すること。

○修正前

【モデルイベント地図の公開について】
選手権大会に先立ってモデルイベント地図を 2003/6/29 よりトレーニング用に開放する。
テレインの開放に伴い地図の販売を行うが、地図購入時には必ず以下の注意事項を遵守する
こと。
購入先は以下のとおり。
購入先
住所
電話
e-mail

安孫子

正義

606-8284 京都市左京区北白川下池田町 71 セジュール高見 103 号
090-6061-6002
abimasa_ic@yahoo.co.jp

地元の使用許可申請のため、利用日時、およその利用人数、責任者名とその連絡先を地図
送付時に同封する書式をもって申請すること。申請にかかる時間を考慮すると利用 2 週間以
上前の購入が望ましい。
書式は今後公開予定である公式ホームページからも入手可能である。

○修正後

【モデルイベント地図の公開とトレーニングに関する情報】
選手権大会に先立ってモデルイベント地図を 2003/6/29 より 2004/3/10 までトレーニング
用に開放する。
テレインの開放に伴い地図の販売を行うが、テレイン入山時には必ず以下の注意事項を遵守
すること。
地元の使用許可申請のため、利用日時、およその利用人数、責任者名とその連絡先を地図
送付時に同封する書式をもって申請すること。申請にかかる時間を考慮すると利用１ヶ月以
上前の申請が望ましい。
書式は公式ホームページからも入手可能である。
モデルイベントテレイン利用時には、一時的にフラッグ等を設置しても良い。ただし、
2004 年 3 月 7 日を期限とする。 3 月 8 日以降はテレイン内にフラッグ等を設置された状態
にすることを禁止する。
モデルイベントテレインの使用スケジュール(使用する団体と入山日程)は、入山申請書を
受け取り次第、随時伊賀インカレ公式ホームページ (http://www.orienteering.com/~ic2003/)
に公開していく予定である。
地図の購入先は以下の通り。
地図購入先及び入山申請先
住所
電話
e-mail

安孫子

正義

606-8284 京都市左京区北白川下池田町 71 セジュール高見 103 号
090-6061-6002
ic2003_modelmap@ns.orienteering.com

なお、入山申請書等書類の上記申し込み先への直接持ち込みは禁止する。
（要項2おわり）
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