
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、リレー競技部門併設大会を、

以下のとおり開催します。（学連登録者は本併設大会には出場できません。「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」をご覧ください。） 

 

 

 開催日 

201６ 年 ３ 月 12 日（土）、13 日（日） 

・  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、個人競技部門 

 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 

併設大会実行委員長 谷川   徹 （東北大学 2009年度入学） 

競技責任者 柴本 浩児 （東京工業大学 2005年度入学） 

運営責任者 燧   暁彦 （東京大学 2009年度入学） 

コース設定者   

ミドル 菅野 敬雅 （東北大学 2010年度入学） 

  リレー・個人 柳川   梓 （筑波大学 2009年度入学） 

イベント・アドバイザー 小林   遼 （東京大学 2007 年度入学） 

イベント・アドバイザー補佐 海老 成直 （中央大学 2004年度入学） 

 後援（予定） 

 日本オリエンテーリング協会、栃木県オリエンテーリング協会、塩谷町、塩谷町教育委員会 

矢板市、矢板市教育委員会 

 

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 併設大会  

要項 
発行日：2015年 11月 22日（2015年 12月 14日更新） 

発行者：2015年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：谷川 徹（東北大学 2009年入学） 

編集責任者：谷川 徹 



【競技情報】 

 競技形式・地図仕様 

3 月 12 日（土） ： ミドル・ディスタンス競技 

3 月 13 日（日） ： ３人によるリレー競技、個人競技  

※EMIT 社電子パンチングシステムを使用（N/Gクラスを除く）  

※ミドル・ディスタンスおよびリレー競技ともに地図の仕様は以下のとおりです。 

 競技クラスおよび参加費 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ORLと OSL、ORSと OSSの難易度は同水準です。 

・ ORSと OSSは、一斉スタート方式です。 

・ 運営上の理由により、３月 13 日は N/G クラスは実施いたしません。N/G クラスへの出場

をご希望の方は、3 月 12日土曜日にご参加ください。 

・ N/Gクラス以外は当日申し込みはありません。 

・ N/G クラスは当日申し込みを受け付けます。事前申し込みは不要ですので、当日会場に

お越しください。なお、N/Gクラスのみ参加予定で、車で来場予定の場合には、主管者ま

でメールでお問い合わせください。  

・ 申し込み人数が多い場合は、複数のクラスに分割することがあります。  

・ 追加料金および参加費の割引については、下の項目をご覧ください。 

・ 個人競技は、男女別に各クラス上位 3 名を表彰します。  

・ リレー競技は、各クラス上位 3 チームを表彰します。また、女性のみで構成されたチー

ムの中で各クラス 1 位のチームを特別表彰します。  

・ 年齢、性別などによる参加制限はありません。 

・ OB/OG 対抗戦を今年も行います。エントリー時に出身大学をご記入ください。得点の計

算方法等については後日発表します。  

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 

日 クラス 
優勝設定時間 

（予定） 
対象 参加費 

3/12(土) 

ミドル 

OAL 30分 

中~上級者 
2,500円 

OAM 25分 

OAS 20分 

OB 30分 初級者 

N/G ― 初心者/グループ 
500円/チーム 

（人数によらず一律） 

3/13(日) 

3人リレー 

ORL 20~30分/人 上級者 
6,000円/チーム 

ORS 20~30分/人 中級者 

3/13(日) 

個人 

OSL 20~30分 上級者 
2,000円 

OSS 20~30分 中級者 



 追加料金および参加費の割引について 

追加料金 

e-card レンタル 1 日 1 枚あたり +300円 

参加費の割引 

日本学連賛助会員 各日全クラス（N/Gクラスを除く）1 人あたり -500 円 

 （2 日間参加の場合はそれぞれ割引が適用されます） 

18歳以下 各日全クラス（N/Gクラスを除く）1 人あたり -1,000 円 

（2 日間参加の場合はそれぞれ割引が適用されます） 

 ※2016 年 3 月 31 日時点で 18歳以下の方が対象です。 

・ 複数の割引要件に該当する場合には、参加費がより安くなる項目のみを適用します（重

複の適用はできません）。 

・ リレー競技に参加する場合には、割引額は各競技者分の合算となります。例えば 18 歳

以下の選手 3 人のチームの場合、チームの参加費 3000 円（通常から 3000 円引き）と

なります。 

 

 テレイン概要 

本大会のテレインは、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。 

 

 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。 

 

 立入禁止区域 

本大会への参加を予定している方（インカレ参加者、チームオフィシャルを含む）及び観戦を

予定している者は、要項発行日から本大会終了までの期間（本大会での競技参加時を除く）、

栃木県塩谷町のうち、次ページに示す区域への、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、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が、次ページの注意事項を必ずお読みく

ださい。 

 

 

 



   《本大会の立入禁止区域》 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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です。 

利用する場合には、以下のフォーマットに従い、実行委員会までご連絡ください。その後実行委

員会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。 

 

 

 

 

  メール送信先 ： icmr2015_information■googlegroups.com  (■は＠に変えてください) 

 

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】【併設大会】大会前の宿泊施設利用 

記入事項：①宿泊団体（個人）名、②宿泊施設名、③宿泊人数、④宿泊日 



【アクセス・申し込み方法】 

 会場へのアクセス 

     (1)駐車場情報 

大会参加者専用の駐車場を用意します。（会場までは徒歩約 15分の予定です。） 

利用希望の方は、申し込み用紙に駐車希望台数をご記入ください。（希望者多数の場合は

抽選とさせていただく可能性があります。 

     (2)大会専用バス 

JR 矢板駅から会場周辺まで、大会専用バスを運行予定です。運行時刻、利用料金等の詳

細は後日発行するプログラムで公表します。 

     (3)公共交通（路線バス） 

JR 矢板駅から会場周辺へは路線バスも運行していますが、大会参加に適した時間帯の運

行がないため、大会専用バスの利用を推奨します。  

 

 申し込み方法 

(1)メール、(2)大会会場のいずれかでお申込みください。リレー競技に参加する方は、代表

者が３人分を取りまとめて申し込んでください。なお、N/G クラスに関しては事前申し込み不要

です。 

(1)メールでの申し込み 

1) 参加費の入金 

参加費を下記の口座にお振り込みください。 

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。 

2) 申し込み内容の送付 

公式 web サイトから「併設大会申し込み用紙」をダウンロードし、必要事項を

ご記入のうえ、下記のメールアドレスに送付してください。 

申し込み用紙送付先 ： icmr2015_heisetsu■yahoo.co.jp  

（■は@に変えてください。） 

(2)大会会場申し込み 

以下の大会会場において会場申し込みを受け付けます。所定の用紙に必要事項を 

記入し、参加費を添えてお申込みください。 

1 月２４日 ジュニアチャンピオン大会 

２月 ７日 山リハ 

２月 １４日 早大 OC 大会 

  

・ 申し込み締め切りは 2015 年 ２月 14日（日）です。 

・ 入金および申し込み内容送付の双方が確認でき次第、本大会の公式 web サイトに随時

名前を掲載します。 



・ 紙プログラム（1 部 200 円）希望の方はの所定の欄に記入ください。 

・ 郵送申し込み等をご希望の場合には、下記連絡先までご一報ください。 

        ※リレーチームのあっ旋について 

            3 人に満たない人数で ORL・ORS クラスへの参加を希望される場合は、実行委員会に

よるチームのあっ旋も実施いたします。あっ旋を希望される場合には、申し込みの際、参加

クラスを「ORL」または「ORS」としたうえで、メール本文にチームあっ旋希望であることを明

記してください。希望者の人数等の都合でチーム不成立時の際は、OSL・OSS クラスへの

振り替えとさせていただきますが、その他の対応を希望される場合には事前にメールで実行

委員会にご相談ください。 

 

 大会公式 webサイト・連絡先 

・ 併設大会 web サイト 

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

・ 併設大会連絡先 

谷川 徹（併設大会実行委員長） 

e-mail : icmr2015_heisetsu■yahoo.co.jp （■は@に変えてください。） 

    お問い合わせへの回答には時間を要する場合があります。 

 

 

 

※N/G クラスの実施日およびリレーチームのあっ旋について更新しました。（2015年 12月 14日） 

 

  

mailto:icmr2015_heisetsu@yahoo.co.jp


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、インカレミドル・リレーのプログラム（要項３）に掲載する広告を募集しています。 

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） 

 原稿締切 

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 （■は@に変えてください。） 

※原稿送付後、１週間以内に返信します。返信が無い場合は、 

恐れ入りますが再度ご連絡をお願いします。 

 


