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日本学生オリエンテーリング選手権実施規則（以下「実施規則」）第５条に基づき、2004 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、リレー競技部門 要項２を発行する。 

 

【はじめに】 
○ 本大会では、「実施規則」第２条に定められた競技部門（『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

のための競技部門（『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条第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、ミドル・ディスタンス競技部門、リレー競技部門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条第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】 
2005年 3月 11日（金）開会式（予定） 

2005年 3月 12日（土）ミドル・ディスタンス競技部門 

2005年 3月 13日（日）リレー競技部門・閉会式 

 

【開催地】 
栃木県今市市・日光市（競技会場 今市少年自然の家） 

 

【主管者の連絡先】 

実行委員長 針谷 尚幸（1998年度 東京大学入学） 

e-mail：nao_hurry@hotmail.com 

電話番号：090-9688-8937 

※ 緊急の場合を除いてe-mailで問い合わせること。 

 

【コース設定者】 
増田 佑輔  （1998年度 筑波大学入学） 

高橋 ひろみ （1998年度 慶應義塾大学入学） 

 

【テレインの概要】 

テレインは、99年度インカレクラシックの「日光霧降」で使われた範囲を中心とした地域である。標高約400～500mに位置し、比較的な

だらかな尾根と侵食された深い沢や急峻な斜面で構成されている。植生は手入れされた針葉樹林が広範囲を占めており、見通しや走行可能

度は非常に良好である。また、全域にわたって道や小道、小径が発達しており、走行の障害となるような岩石地等も見られない。 

 

【地図に関する情報】 

・ミドル・ディスタンス競技部門 縮尺 1:10,000 等高線間隔 5m 走行可能度 4段階表示 

・リレー競技部門  縮尺 1:10,000 等高線間隔 5m 走行可能度 4段階表示 

 

【採用するパンチングシステム】 
すべてのクラスにおいて、EMIT社電子パンチングシステム（e-card）を使用する。 



【トレーニング・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 

【開催日】2005年 3月 10日（木）、11日（金） 

【開催地】栃木県今市市・日光市 

○ モデルイベントテレイン「日光口磐裂の霊水」は現在既にトレーニング用に開放されている。日光テレインのクローズ解除の経緯およ

び使用時の申請方法については各大学の渉外担当に問い合わせること。 

○ モデルイベント用地図の縮尺は1：10,000である。 

○ 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３（プログラム）と同時に２月下旬に配布する予定である。 

 

【選手権の部】 
○ 実施規則第２条第１項に定められた次の４種目の競技部門を実施する。今後、便宜上カッコ内の表記を使用することがある。 

男子ミドル：個人ミドル・ディスタンス競技部門 （ME） 

女子ミドル：個人ミドル・ディスタンス競技部門 （WE） 

男子リレー：３名のリレー競技部門       （ME） 

女子リレー：３名のリレー競技部門       （WE） 

○ ミドル・ディスタンス、リレーの各種目上位 6位までを表彰する。また、男子ミドル、女子ミドルにおいて、決勝に進出した今年度学

連初登録者の中で最も成績の良かった選手を特別表彰する。 

○ ミドル・ディスタンス競技部門の地区学連配分枠を以下に示す。 

 北東 北信越 関東 東海 関西 中九四 合計 

男子 29 16 80 11 24 0 160 
女子 12 6 39 3 10 0 70 

また、上記の競技者数とは別に各加盟校及び準加盟校に男女１名ずつ配分される。（学校枠） 

 

【一般の部】 
以下の各クラスの競技部門を実施する。今後、便宜上「一般学生クラス」との表記を使用することがある。エントリーに関しては「申し

込みの手引き」を参考にすること。 

 

○ ミドル・ディスタンス競技部門（3月 12日(土）） 
クラス レベル 参加資格 

MUA 上級 学連登録２年度目以上の男子 
WUA 上級 学連登録２年度目以上の女子 
MUB 初級 学連登録者の男子（登録年数は問わない） 
WUB 初級 学連登録者の女子（登録年数は問わない） 
MUF 中級 今年度学連初登録者の男子 
WUF 中級 今年度学連初登録者の女子 

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。 

 

○ リレー競技部門（3月 13日(日)） 
クラス チーム編成 人数 

MUR 男子 3名 
WUR 女子 3名 
XUR 男女混合 男女最低各1名ずつを含む合計 3名 
MUS 男子 1名（個人によるスプリント競技部門） 
WUS 女子 1名（個人によるスプリント競技部門） 

・ 出場者の学連登録年数は問わない。 

・ MUR、WUR、XUR 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。 

・ WUR、XUR 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。MUR、WUR、XUR は各クラス上位 3位まで、MUS、

WUS は各クラス上位 1位までを表彰する。また、MUR、WUR、XUR 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。 



【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、賛助会員のいずれかの条件を満たすものとする。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。 

男子クラスの選手登録に対して  ：2名 

女子クラスの選手登録に対して  ：2名 

 

【併設大会に関する情報】 
これまでに挙げた競技部門（選手権の部、一般の部）とは別に、併設大会を 2005 年 3月 12 日（土）及び 3月 13 日（日）に実施す

る。詳細は別紙（併設大会要項）にて発表する。尚、この競技部門には、原則として学連加盟員は参加出来ない。 

 

【観戦者向け情報】 
開会式、ミドル・ディスタンス、リレー及び閉会式の観戦を受け入れる。また、併設大会参加者・観戦者が宿泊を希望する場合、日本旅

行（旅行業者）を通じて申し込むことが可能である。 
宿泊料金  ：3月11日（金） 7500円  3月12日（土） 8000円（いずれも2食付諸税込み） 

※2 名様以下でお申し込みの場合は相部屋となることがあります。また、2 名様以下で1 室ご利用の場合は割増料金が発生し
ます。 

申し込み方法  ：下記の問い合わせ先までFAX またはE-mailにてお申し込み下さい。 
お問い合わせ：（株）日本旅行 東京南支店    
       〒104-0031  住所：東京都中央区京橋1-17-10内田洋行京橋ビル２階 
       TEL: 03-3567-2581  FAX: 03-3567-3985  E-mail: tokyominami_net@nta.co.jp 
担当    ：小林、正能、高宮 

 

【宿泊・交通に関する情報】 
参加者は、大会期間中主管者が指定する宿舎に宿泊するものとする。参加者の宿泊地となる選手村から競技エリアまでの輸送は専用バス

で行う。参加者の宿泊申し込みについては、「申し込みの手引き」に従うこと。 

 

【参加費】 
○  ミドル・ディスタンス、リレー  9,000円（税込） 

・ 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３（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（ただし、当日申込の場合、参加費は1,000円（税込）となる）。 

○  選手権の部 登録料 

・ 【ミドル・ディスタンス競技部門】 男子・女子共に 1人    1,500円（税込） 

・ 【リレー競技部門】  男子・女子共に 1チームにつき   4,500円（税込） 

     

参加費の詳細および輸送費、宿泊費等については、「申し込みの手引き」を参照すること。なお、「申し込みの手引き」は公式サイト上で

も公開する。 



 

【申し込み方法，申し込み締切日，申し込み用紙】 
○ 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。 

（紙による申し込みを希望する場合は電話にて連絡すること。的場洋輔 090-1342-3271） 

なお、エントリーサイトにログインするために必要なアカウント（IDとパスワード）はメールで配布する。各校担当者は下記メールアド

レス宛に「アカウント希望」という題名でメールを送信し、アカウントを受け取ること。なお「学校名」「担当者氏名」を忘れずに記入す

ること。１週間以内に折り返しアカウントを配布する。 

宛先 ：ic2004-entry@orienteering.com 

題名 ：アカウント希望 

○ 2004年 11月 15日(月)から 2004年 12月 27日(月)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ミドル・ディスタ

ンス(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 12月 28日(火)から 2005年 1月 27日(木)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３(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。 

○ ミドル・ディスタンス(選手権の部)の選手登録を「ミドル・ディスタンス選手権登録」として受け付ける。「ミドル・ディスタンス選手

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形で 2004年 12月 27日(木)までに行われる。なお、それ以降も各

地区学連が選手変更届を提出することにより 2005年 1月 27日（木）まで選手登録の変更が可能である。（補足事項の「選手権クラスの

登録変更について」に注意すること） 

○ 「申し込みの手引き」「参加費納付の手引き」を公式サイトに掲載する予定である。詳しくはこちらを参照のこと。 

 

【補足事項】 

○パンチングシステムについて 

ミドル・ディスタンス競技部門のＡ決勝において EMITタッチフリーコントロールを使用することを検討している（未決定）。使用が決

定した場合、詳細は要項３で発表する。 

○選手権クラスの登録変更について 

改正後の実施規則6.1により、本年度から大会開催6週間前（2005年 1月 28日）から大会当日までの期間で選手権クラスの登録変更は

できないので注意すること。（キャンセルのみ可） 

（要項２終わり） 

 

インカレ要項３（プログラム）の広告募集！ 
プログラムに、あなたのクラブや大会などの広告を載せてみませんか？どしどしお申し込みください。 

        1コマ(1/8ページ)  2コマ(1/4ページ)  4コマ(1/2ページ)  8コマ(1ページ) 

営利団体     4,000円       7,000円      10,000円         20,000円 

非営利団体    2,000円              3,500円             5,000円       10,000円 

※裏表紙、表紙見返し、裏表紙見返しを希望される方は、問い合わせ先までご相談ください。  

・原稿送付先： 〒195-0057 東京都町田市真光寺1-6-10 山根 洋之 

・問い合わせ： E-mail(推奨)  yamaneh@m3.ocv.ne.jp 

  携帯電話     090-2499-3073 

・振込先： 口座番号： 00250-0-112826 

  加入者名： 中谷 彰吾 

（お振込の上、原稿とともに「振込日」、「振込人名」、「振込額」を明記（フリーフォーマット）した別紙を同封 

して送付先にお送りください） 

・原稿締め切り：12月31日必着 

 


