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日本学生オリエンテーリング選手権実施規則第 5条に基づき、2015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*の要項 2を発行します。 

 

 開催日 

2016年 3 月 10 日（木）～13 日（日） 

3月 10日（木） モデルイベント 

3月 11日（金） モデルイベント、開会式 

3月 12日（土） ミドル・ディスタンス競技部門 

3月 13日（日） リレー競技部門、閉会式 

 

 開催地 

栃木県塩谷町、矢板市 

 

 主催 

日本学生オリエンテーリング連盟 

 

 主管 

2015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、リレー競技部門実行委員会 

実行委員長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 池田 純也 （一橋大学 2009年入学） 

競技責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 柴本 浩児 （東京工業大学 2005年入学） 

運営責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 燧   暁彦 （東京大学 2009年入学） 

   

                                                        
*本紙では以下の通り、略称・呼称を利用します。 

＊ インカレ実施規則・・・・・日本学生オリエンテーリング選手権実施規則 

＊ 日本学連・・・・・・・・・・・日本学生オリエンテーリング連盟 

＊ 選手権の部・・・・・・・・・インカレ実施規則第 2.1項に定められたミドル・ディスタンス競技部門、リレー競技部門 

＊ 一般の部・・・・・・・・・・・選手権の部に出場しない日本学連加盟員のための競技部門 

＊ P.〇・・・・・・・・・・・・・・・〇ページ （〇には数字が入ります） 

 

2015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 2.1 

発行日：2015年 11月 10日 （2015年 12月 1日更新） 

発行者：2015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、リレー競技部門実行委員会 

発行責任者：池田 純也（実行委員長） 

編集責任者：田村 直登（広報責任者） 
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コース設定者 

ミドル・ディスタンス競技部門・・・・・ 菅野 敬雅 （東北大学 2010年入学） 

  リレー競技部門・・・・・・・・・・・・・・・ 柳川   梓 （筑波大学 2009年入学） 

イベント・アドバイザー・・・・・・・・・・・・・ 小林   遼 （東京大学 2007年入学） 

 

 大会公式Webサイト 

http://www.orienteering.com/~ic2015/ 

 

 主管連絡先     

icmr2015_information●googlegroups.com  （●＝@） 

• 大会全般に関するお問い合わせは、上記のアドレスまでお願いいたします。 

• メールの件名は次の例のように記載してください。  

例：【宿泊輸送】【〇〇大学】開会式後のバス輸送について 

1 つ目の【  】内に、問い合わせたい内容のキーワードを、2 つ目の【  】内に、学校名を記載してい

ただきますよう、ご協力をお願いいたします。なお、主なキーワードとして以下の例がございますが、他

のキーワードでも構いません。 

 

 

 

• お問い合わせの内容によってはお答えできない場合もございますので、予めご了承ください。 

 

 

  

競技、エントリー、スケジュール、宿泊、輸送、モデルイベント、 

併設大会、その他 

http://www.orienteering.com/~ic2015/
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 競技形式 

2016年 3月 12日（土）   ミドル・ディスタンス競技 

2016年 3月 13日（日）   3名のリレー競技 

 

 地図仕様（両競技共通） 

縮尺 等高線間隔 走行可能度 地図表記 

1：10000 5ｍ 4段階表示 ＪＳＯＭ2007準拠 

 

 パンチングシステム 

全てのクラスにおいて、ＥＭＩＴ社の電子パンチング計測システム（Eカード）を使用します。選手権の部、一般

の部共に、個人所有の Eカードを使用することができ、その場合は参加費の値引きを行います。 

値引きについての詳細は、後述する参加費のページ（P.9参照）をご参照ください。 

 

 テレイン概要 

本テレインは、矢板市塩谷町東部の平野に程近い里山に位置しています。標高は 200～400m であり、全

体として緩やかな傾斜を持っていることが特徴です。内部の地形は中央の耕作地や牧場によって大きく 3つの

エリアに分かれており、藪の発達した北部、明瞭な尾根沢のある西部、緩やかな地形の多い東部とバリエーシ

ョンに富んだものとなっています。また、通行可能度については低木や小さい倒木などにより全体的に低めとな

っていますが、一部のエリアでは十分にスピードを出して走行することが可能です。 

 

 立入禁止区域 

本大会への参加を予定している者（チームオフィシャル、併設大会参加者含む）及び観戦を予定している

者は、要項 1 発行日から本大会終了までの期間、栃木県塩谷町のうち、P.４に示す立入禁止区域への、オリ

エンテーリング目的（テレイン視察含む）での立入を禁止します。（ただし、本大会での競技参加時を除く）  

ただし、立入禁止区域に隣接する道路（国道 461 号線、県道 63 号線）の走行は妨げません。また、立入

禁止区域内の宿泊施設の利用は可能です。 

 

 クローズテレイン 

『☆彡しおや』  （2003年日本学生オリエンテーリング連盟作成） 

立入禁止区域の設定に伴い、当テレインをクローズします。なおクローズテレインの地図は、大会公式 Web

サイトにて公開しております。 

 

 

 

 

１．競技情報 
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＊立入禁止区域内の宿泊施設の利用について＊ 

立入禁止区域内には、星ふる学校「くまの木」・塩谷町自然休養村センターの 2 つの宿泊施設がございま

す。原則として本大会開催までの期間、両宿泊施設の利用は可能とします。 

利用する場合には、以下のフォーマットに従い、主管までご連絡ください。（要項 1 からフォーマットを変更し

ました。）その後主管からの連絡があり次第、各自が直接宿泊施設に連絡の上、宿泊の予約を行ってください。 

なお本大会運営の都合上、宿泊のお断りをお願いする場合がございます。公平な競技・大会運営のため、

ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

矢板塩田は現在、 

クローズテレインとなって 

おります。 

詳細につきましては、日本 

学連の公式Webサイトを 

ご覧ください。 

緑印表記の各宿泊施設

へ接続する道路は、 

通行可能です。 

メール件名「【大会前宿泊】【学校名】大会前の宿泊施設利用」 

記入事項 ①宿泊団体名、②宿泊施設名、③宿泊人数、④宿泊日 
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 モデルイベント 

モデルイベントは以下の通り開催いたします。 

開催日 2016年 3月 10日（木）、11日（金） 

開催地 栃木県矢板市 

地図仕様 実際に競技に使用する地図と同一の基準で作成（縮尺・作成基準含む） 

モデルイベント参加費は、本大会の参加費に含まれています。地図配布方法については、別途、大会公式 

Webサイトにて告知します。 

 

 トレーニングテレイン 

以下のテレインをトレーニングテレインとして推奨します。 

 「矢板日新」 「矢板幸岡」 「矢板山田」 「矢板山苗代」  

また、以下のテレインを、2015年度日本学生オリエンテーリング大会選手権大会ミドル・ディスタンス競技部

門 関東地区/北海道・東北地区/北信越地区代表選考会開催後の、2015年 12月 21日（月）よりトレーニン

グテレインとして推奨します。 

 「番匠峰古墳Ⅱ」 

これらのテレインを合宿・練習会で利用する際には、日本学連の Web サイトに掲載されている「日本学連販

売地図 購入の手引き」を参照の上、定められたルールに従ってください。テレイン使用日に対して、申請が締

め切りとなる期日は以下の通りです。 

テレイン使用日 申請締切日 

2015年 12月 11日（金）～2016年 1月 10日（日） 2015年 11月 10日（火） 

2016年 1月 11日（月）～2月 10日（水） 2015年 12月 10日（木） 

2016年 2月 11日（木）～3月 10日（木） 2016年 1月 10日（日） 

 

 ドーピング検査 

本大会では、選手権の部においてドーピング検査を行う可能性があります。実施の有無は、後日発行する

要項 3 に記載します。ドーピング検査に関する詳細は、JOA（日本オリエンテーリング協会）アンチドーピング委

員会Webサイトに掲載されている「日本オリエンテーリング協会ドーピング防止規程」及び「ドーピング検査対象

大会へのエントリーに際する注意事項」をご覧ください。 

 

 

  

http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=3&itemid=958
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=3&itemid=958
http://www.orienteering.or.jp/AD/document/JOA_Anti-Doping_Code130303.pdf
http://www.orienteering.or.jp/AD/document/JOA_Anti-Doping_Entry120901.pdf
http://www.orienteering.or.jp/AD/document/JOA_Anti-Doping_Entry120901.pdf
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 ミドル・ディスタンス競技部門  

 選手権の部 

 参加クラス 

クラス 優勝設定時間 

 男子選手権（ME） 35～40分 

 女子選手権（WE） 35～40分 

• 優勝設定時間は、インカレ実施規則第 17.1項に則ります。 

• 各選手権の優勝者を、ミドル・ディスタンス競技選手権者とします。 

 

 参加資格 

【地区学連枠】 

  北東 関東 北信越 東海 関西 中九四 合計 

男子 11 22 7 7 11 2 60 

女子 3 12 6 6 3 1 31 

【前年度個人実績枠】  （地区学連枠とは別） 

男

子 

 宮西 優太郎 東北 4 

女 

子 

 守屋 舞香 椙山女学園 4 

 福井 悠太 東京 4  宮川 早穂 立教 4 

 糸井川 壮大 京都 4  松田 沙也加 岩手 4 

  阿部 ちひろ 大阪 4 

• 各地区学連枠の競技者配分は、日本学連技術委員会発表の「2015年度インカレ・ミドルディス

タンス競技者配分について」に基づきます。なお競技者の選出方法は、各地区学連で定められ

ております。 

• インカレ実施規則第 4.1 項の規定【日本学連加盟員であること・初めて学連登録した年度から

数えて 4年以内・2016年 3月 31日（木）現在 29歳未満 】を満たす必要があります。 

 

 一般の部 

 参加クラス 

クラス 対象 参加資格 優勝設定時間 

 MUA 男子上級者 日本学連登録 2年目以上の男子 25～35分 

 MUB 男子中級者 日本学連登録 2年目以上の男子 25～35分 

 MUF 男子新人 日本学連登録 1年目の男子 20～30分 

 WUA 女子上級者 日本学連登録 2年目以上の女子 25～35分 

 WUB 女子中級者 日本学連登録 2年目以上の女子 25～35分 

 WUF 女子新人 日本学連登録 1年目の女子 20～30分 

 

2．クラスと参加資格 

 

http://orienteering.com/~uofj/gijutsu/media/document/20151013-2015middle.pdf
http://orienteering.com/~uofj/gijutsu/media/document/20151013-2015middle.pdf
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• 申込み多数の場合、複数のクラスに分割することがあります。 

• クラスの選定については、日本学連発行の「インカレ一般クラス棲み分けに関するガイドライン」

をご参照ください。 

   

 参加資格 

       2015 年 12 月 31 日（木）から本大会終了までの期間において、継続して日本学連の加盟員であ

ることが必要です。 

 

 

 リレー競技部門  

 選手権の部 

 参加クラス 

クラス 優勝設定時間（3人合計） 

 男子選手権（ME） 120～150分 

 女子選手権（WE） 110～135分 

• 優勝設定時間は、インカレ実施規則第 17.1項に則ります。 

• 男子選手権は 3区間等距離、女子選手権は 2走が 1走、3走よりも短い距離です。 

• 各選手権の優勝校を、リレー競技選手権校とします。 

 

 参加資格 

• 男女それぞれ、各校 1チームのみ出場が可能です。 

• インカレ実施規則第 4.1 項の規定【日本学連加盟員であること・初めて学連登録した年度から

数えて 4 年以内・2016 年 3 月 31 日（木）現在 29 歳未満 】を満たす 3 名で構成されるチー

ムであることが必要です。 

 

 特例措置 

       選手権の部にチームを結成できない参加校は、複数校にまたがって特例チームを結成し、参加す

ることが可能です。 

• 特例措置は順位に含みません。ただし、入賞相当の成績であった場合には特別表彰を実施い

たします。 

• チームを構成する学校は、複数の地区学連をまたいでも構いません。 

• 特例チームの斡旋は実行委員会では行いません。 

• 特例措置を希望する場合は、メール件名に「【エントリー】【学校名】選手権リレー特例措置の申

請」と記載の上、主管連絡先（P.2参照）へ、2016年 1月 21日（木）までに問い合わせてくださ

い。 

 

 

 

http://www.orienteering.com/~uofj/media/rules/20151202-ic_guideline.pdf
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 一般の部 

 参加クラス 

クラス チーム構成 優勝設定時間（1人当たり） 

 MUR 男子 3名 25～35分 

 MUS 男子 1名 25～35分 

 WUR 女子 3名 25～35分 

 WUS 女子 1名 25～35分 

 
XUR 

男女それぞれ 

最低 1名を含む 3名 
25～35分 

• MUR と MUS、WUR とWUS と XURの難易度は同水準です。 

• MUS とWUSは一斉スタート方式の個人競技です。 

• リレーチームの構成が複数校にまたがるチーム編成も認めますが、各校につき 2 チームまでとし

ます。複数校にまたがるチームも正規チームと認め、公式記録として扱います。 

 

 参加資格 

2015 年 12 月 31 日（木）から本大会終了までの期間において、継続して日本学連の加盟員であ

ることが必要です。 

 

 

 チームオフィシャル 

選手権の部に出場する学校は、チームオフィシャルを登録することができます。（ミドル・ディスタンスかリレー、

どちらか一方の競技のみの出場でも登録は可能です。） 

チームオフィシャルは、ミドル・ディスタンス競技の選手権の部スタート地区における選手のサポート、および

各競技前日開催の代表者ミーティングへの参加が可能です。 

各校に認められているチームオフィシャルの人数は以下の通りです。 

• 男子選手権の部への選手登録に対し最大 2名まで 

• 女子選手権の部への選手登録に対し最大 2名まで 

（各校最大で合計 4名まで登録可能） 
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 エントリー期間 

• 入金期間は予定です。今後変更になる可能性があります。 

• エントリーサイト内でのエントリーを終えても、実行委員会が入金を確認できない場合には、エントリー完

了となりませんので、ご注意ください。 

 

 参加費 

内訳 金額 

基本参加費 

（参加日数によらず同額） 

選手 1人 8,500円 

オフィシャル 1人 8,000円 

 

ミドル・ディスタンス競技部門「選手権の部」参加費 1人 ＋ 1,500円 

リレー競技部門「選手権の部」参加費 1チーム ＋ 4,500円 

遅れエントリー期間での申込による追加料金 1人 ＋ 1,000円 

大会報告書申込代金 1人 ＋   200円 

個人所有のＥカード使用（選手のみ） 1人  －   500円 

大会報告書は全ての参加校に対し、1部無料で配布します。個人での所持を希望する人は、200円で販売

します。 

 

 

 エントリー方法 

本大会の参加申込は、インターネット上のエントリーサイトで行います。URLは以下の通りです。 

 http://mulka2.com/ice/2015/index.jsp 

エントリーサイトは、大会公式Ｗｅｂサイトよりアクセスすることができます。やむを得ない場合のみ、書面によ

る申し込みを受け付けますが、原則としてエントリーサイトを利用して申込を行ってください。 

またエントリーに関する詳細は、エントリーサイト内の「申込の手引き」をご参照ください。 

  

 

 

 

 

 エントリー期間 入金期間 

通常エントリー期間 2015年 12月 1日（火）～12月 31日（木） 
2015年 12月 1日（火）～ 

2016年 1月 4日（月）  

遅れエントリー期間 2016年 1月 1日（金）～1月 30日（土） 2016年 1月 5日（火）～2月 1日（月） 

3．エントリー 

 

http://mulka2.com/ice/2015/index.jsp
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 通常エントリー 

通常エントリーの流れは、以下の通りです。 

 

 

 参加校担当者の対応 

1. ＜アカウント取得＞  

エントリーサイトにログインするためにアカウント（ID とパスワード）が必要です。メール件名を「【エントリ

ー】【学校名】アカウント取得申請」、本文に担当者の氏名を記載の上、アカウント申請用メールアドレ

ス（P.１１参照）へ連絡し、アカウントを受け取ってください。 

2. ＜エントリーサイトへの入力＞ 

エントリーサイト内の「申込の手引き」に従い、ミドル・ディスタンス競技部門の選手、リレー競技部門の

出場チーム数、チームオフィシャルなどを登録してください。（リレー競技部門の選手・走順について

は、インカレ当日に受付にて配布するリレーオーダー用紙に記載して頂きます。詳細は後日発行す

る要項 3にてご案内します。） 

3. ＜入金＞ 

エントリーサイト内の「参加費用納付の手引き」に従い、P.9 で指定した期間中に参加費を納付してく

ださい。 

 

 地区学連担当者の対応 

I. ＜アカウント取得＞ 

エントリーサイトにログインするためにアカウント（ID とパスワード）が必要です。メール件名を「【エントリ

ー】【地区学連名】アカウント取得申請」、本文に担当者の氏名を記載の上、アカウント申請用メール

アドレス（P.１１参照）へ連絡し、アカウントを受け取ってください。 
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II. ＜「選手権の部」出場者入力＞ 

参加校担当者のエントリーサイト登録が完了次第、ミドル・ディスタンス競技部門「選手権の部」の選

手登録を行ってください。 

ミドル・ディスタンス競技部門「選手権の部」については、各地区学連が代表選手を選考後、参加ク

ラスを「一般の部」から「選手権の部」へ変更するという形でエントリーが行われます。各参加校担当

者に早期の選手登録を要請することを勧めます。 

III. ＜入金＞ 

エントリーサイト内の「参加費用納付の手引き」に従い、P.9 で指定した期間中に、ミドル・ディスタンス

競技部門「選手権の部」参加費を納付してください。 

 

 遅れエントリー 

通常エントリー締め切り後に、新規参加選手登録やリレーチーム構成を変更する場合等に、メールにて受け

付けます。詳細はエントリーサイト内の「遅れエントリーについて」を参照してください。遅れエントリーは追加料金

を徴収する上、内容が要項 3に反映されないことがあるため、できる限り避けてください。 

 

 エントリー完了後の欠場について 

通常エントリー締め切り時点もしくはそれ以降の遅れエントリーで大会参加を登録している者がそれを取り消

す場合、欠場届を提出してください。欠場届のフォーマットおよび提出方法は、エントリーサイト内の「遅れエント

リーについて」の欠場の項目を参照してください。 

 

 エントリーサイトアカウント申請専用連絡先 

エントリー担当  石井 亘 

icmr2015entry●gmail.com  （●＝@）  

1週間以内に返信がない場合は、再度連絡してください。 

アカウント申請以外の問い合わせは、P.2に記載した主管連絡先までお願いします。 

※ 例年、アカウント取得申請がエントリー締め切り間近に集中します。受付開始後、早めに申請するようにご

協力をお願い致します。 
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本章の記載内容は、2016年 3月 11日(金)～13日(日)に適用し、「選手権の部」・「一般の部」出場者お

よびチームオフィシャルを対象とします。 

 

 宿泊 

宿泊地の場所は、栃木県日光市および矢板市の 2地区を予定しております。各地区における宿舎の特徴

は以下の通りです。 

宿泊地 矢板地区 日光地区 

利用施設数 2軒 8～9軒 

収容可能人数 約 120名 約 780名 

宿泊輸送費 23,500円 23,500円 

ミーティング 

スペース 
ほぼ提供できない。 施設によるが、提供できる施設が多い。 

交通 

ＪＲ矢板駅より徒歩 3分以内。 

開会式会場から徒歩約 20分。 

競技エリアまでバス 15～20分。 

ＪＲ・東武日光駅よりバス 10～15分。 

開会式会場から大会シャトルバス 60～80分。 

競技エリアまで大会専用バス 50～80分。 

食事 
施設にて用意。施設によっては入替制。 

食事内容は施設により異なる。 

施設にて用意。 

食事内容は施設により異なる。 

客室 主に洋室。一部和室あり。 主に和室。一部洋室・和洋室あり。 

風呂 大浴場はなし。客室のバスルーム利用。 大浴場完備。客室に風呂がない場合あり。 

 

• 大会期間中は実行委員会が指定する宿舎に宿泊するものとします。 

• 宿泊輸送費には、大会期間の宿泊費（2泊 3日、朝食・夕食各 2食付）、昼食代（2日間）、輸送費

等を含みます。ただし 2016年 3月 11日（金）の輸送費は含まれておりません。 

• 宿泊地の場所については、エントリーの際に希望調査を行います。ただし、希望が偏った場合は実行

委員会で抽選を行います。結果は要項 3に記載します。 

• 参加者が宿や周辺施設等へ直接コンタクトをとることを一切禁止します。トラブル防止のため、必ず実

行委員会経由でお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

4．宿泊・輸送体制 
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 輸送 

• 2016年 3月 11日（金）のモデルイベントは、JR矢板駅－モデルイベント会場間、モデルイベント会場

－開会式会場間および開会式会場－宿泊地（日光地区）間のバス輸送を予定しております。バス料

金は以下の通りです。なお料金の徴収方法等については、要項 3でご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

• 2016年 3月 12日（土）、13日（日）は、宿泊地－競技エリア間にて大会専用バスを運行します。な

お料金については、宿泊輸送費に含まれております。 

 

 

 

 

 

 

 併設大会 

日本学連加盟員以外の方を対象とした併設大会を、本大会と同時に開催する予定です。併設大会の詳細

については、併設大会要項をご覧ください。URLは以下の通りです。 

http://www.orienteering.com/~ic2015/document/icmr2015_publicBulletin.pdf 

 

 観戦 

本大会及び併設大会に参加しない方も、開会式、ミドル・ディスタンス競技、リレー競技及び閉会式を観戦

することができます。観戦を希望する方は、後日発行する要項 3にしたがって観戦してください。 

  

バス利用区間 料金 

JR矢板駅→モデルイベント会場→開会式→日光地区 2,000円 

JR矢板駅→モデルイベント会場→開会式 500円 

開会式→日光地区 1,500円 

5．その他 

 

http://www.orienteering.com/~ic2015/document/icmr2015_publicBulletin.pdf
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母校の学生に向けた応援メッセージ、あなたのクラブや大会の広告を載せてみませんか？ 

2015年度インカレミドル・リレー 

プログラムの広告募集!!!! 
実行委員会では、要項 3に掲載する広告を募集します。 

募集内容は以下をご覧ください。多数のお申し込みをお待ちしております。 

 

 募集内容 

 
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) 

16 コマ 

(2 ページ) 

縦×横 [mm] 67×85 
67×170 or 

134×85 
134×170 267×170 

267×170 

×2ページ 

営利団体 12,000円 20,000円 36,000円 64,000円 100,000円 

非営利団体 6,000円 10,000円 18,000円 32,000円 50,000円 

• 1ページのサイズは A4です。 

• 印刷物は白黒、Web版はカラーで掲載します。表紙裏、裏表紙、裏表紙裏への掲載を希望される方

は、問い合わせ先までご相談ください。 

• 下記振り込み先にお振り込みの上、以下の情報を明記し、原稿を e-mail添付（JPEG形式、BMP形

式等の画像ファイル）にてご送付ください（PDF形式は１ページ以上の大きさのみ受け付けます）。 

• 送付いただいた原稿の容量が大きい場合、メールにて容量縮小のご相談をさせていただくことがござい

ます。 

 申し込み時必要事項 

   ①振り込み日 ②振り込み人名 ③振り込み額 ④広告サイズ（コマ数） 

⑤連絡先 e-mailアドレス（または電話番号） 

 原稿締め切り 

2015年 12月 31日（木）必着 

 振り込み先 

足利銀行  本店営業部 

普通預金  口座番号 5109578 

加入者名 ナカザワ ヒロフミ 

※振込手数料は申し込み者にてご負担願います。 

 原稿送付先・広告関連問い合わせ先 

広告担当者  関  淳 

E-mail : gekiatsu.seki@gmail.com 

※原稿送付後、１週間以内に返信します。返信がない場合は、 

恐れ入りますが再度ご連絡をお願いします。 

 


