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◆ はじめに 

本要項では、以下の略称・呼称を使用することがあります。 

略称・呼称 正式名称・備考 

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．○ ○ページ（○には数字が入ります） 

 

◆ 開催日  

2017年3 月17 日（金）～3 月19 日（日） 

・3月 17日（金）モデルイベント、開会式 

・3月 18日（土）ミドル・ディスタンス競技部門 

・3月 19日（日）リレー競技部門、閉会式 
 

◆ 開催地  

滋賀県高島市 
 

◆ 主催  

日本学生オリエンテーリング連盟 
 

◆ 主管  

2016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：市脇 翔平 （京都大学 2007年入学） 

競技責任者：菅谷 裕志 （名古屋大学 2008年入学） 

運営責任者：寺田 啓介 （京都大学 2009年入学） 

コース設定者：＜ミドル・ディスタンス競技部門＞ 谷川 友太（名古屋大学 2006年入学） 

              ＜リレー競技部門＞ 堀 裕多（大阪大学 2010年入学） 

イベント・アドバイザー：吉野 信（京都大学 2003年入学） 
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◆ 大会公式Webサイト 

 

 

 

 

◆ 後援予定 

  公益社団法人日本オリエンテーリング協会、滋賀県オリエンテーリング協会、 

（以下予定）高島市、高島市教育委員会

主管者の連絡先 （お問い合わせはこちらにお願いします） 

市脇 翔平（実行委員長） 

e-mail：shouhei.ichiwaki@gmail.com 

 

URL：http://www.orienteering.com/~ic2016/ 



 

2016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   3 

 

 

◆ 競技形式 

  3月18日（土）：ミドル・ディスタンス競技     3月19日（日）：3名によるリレー競技 

 

◆ 地図仕様 

日程 競技形式 縮尺 
等高線 

間隔 
走行可能度 地図表記 

3月18日（土） 
ミドル・ディスタンス

競技 
1:10,000 5 m 4段階表示 JSOM2007準拠 

3月19日（日） リレー競技 1:10,000 5 m 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時システム（e-card）を使用します。選手権

の部、一般の部共に個人所有のe-cardを使用することができます。個人で所有していない場合は、

1人当たり+500円でe-cardレンタルができます。e-cardレンタル料金についての詳細は、後述す

る参加費の項（P．９）をご参照ください。 

 

◆ テレイン概要 

本テレインはマキノ高原スキー場に隣接した標高100~250mに位置し、西部の急峻な山塊と耕

作地・果樹園に囲まれた平野部で構成されます。最高標高付近では琵琶湖を望むことができる一方、

平野部には古墳由来の歴史を感じさせる特徴物が点在し、変化に富んだオリエンテーリングを行う

ことが可能です。概して走行可能度は高く見通しのよいエリアが多いため、超高速レースに耐えう

るスピードとスタミナが要求されます。 

 

◆ 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）および観戦を予

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、滋賀県高島市のうち P．５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（競技参加時

を除く）。立入禁止区域に隣接する道路の利用は妨げません。また、立入禁止区域内であっても、

緑色で表された道路の通行に関しては可とします（P．5の図参照）。 

 

◆ トレーニングテレイン トレーニングテレインは設けません。 

 

◆ モデルイベント 

  以下の通り、モデルイベントを開催します。モデルイベントの参加費は、本大会の参加費に含ま

れています。地図の配布方法については、要項3にて告知します。  

開催日 2017年 3月 17日（金） 

開催地 滋賀県高島市 

地図仕様 実際に競技に使用する地図と同一（縮尺・作成基準含む） 

 

・使用可能範囲が狭いため、以下の通り、入山可能な時間を学連ごとに以下の通り指定します。 

・北東、関東学連については、要項 3上で、どちらの時間に入山可能かを大学ごとに指定します。 

・モデルイベント会場―開会式間のシャトルバスは、10時 30分頃から随時運行予定です。

競技情報 1. 
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入山可能時間 

＊（）内は受付時間 
対象学連 

9：00～10：30（8：30～10：00） 関西学連・北信越学連・北東学連 

９：30～11：00（9：00～10：30） 東海学連・北東学連 

10：00～11：30（9：30～11：00） 関東学連・中九四学連 

10：30～12：00（10：00～11：30） 関東学連 

 

◆ インカレ協賛トレイルO大会 

   モデルイベントに合わせてインカレ協賛トレイルO大会が開催されます。後日公表される要項

を参照の上、インカレ本戦・モデルイベントとは別に申し込んでください。 

 

◆ 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。実施の有無はプログ

ラム（要項 3）上で発表します。 

ドーピング検査に関する詳細は、下記の JOA 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」「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。

ドーピング検査に関する情報 JOAアンチドーピング委員会公式Webサイト 

URL：http://www.orienteering.or.jp/AD/ 
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◆ 3月1８日（土） ミドル・ディスタンス競技 

■ 選手権の部 

クラス情報 

 

 

 

・優勝設定時間は、インカレ実施規則第17．1項に定められた値です。 

・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 

以下の2点を満たす者が、「選手権の部」に参加することができます。 

・実施規則第4．1項の規定（日本学連加盟員であること・学連登録年度4年以内・年齢は当該年

度3月31日現在29歳未満）を満たすこと。 

・地区学連枠、もしくは前年度個人実績枠による出場資格を持っていること。 

 

各出場枠について、詳細を以下に記載します。 

 

  ＜地区学連枠＞ 

  各地区学連の競技者数配分人数を以下に示します。記載内容は、日本学連技術委員会が発表した

「2016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います。 

 北東 関東 北信越 東海 関西 中九四 合計 

男子 12 24 5 7 10 2 60 

女子 3 15 6 3 4 1 32 

 

  ＜前年度個人実績枠＞ 

  以下の者は、上記の地区学連枠とは別に、選手権の出場資格を得ます。 

男子 
稲森 剛（横浜国立 2） 女子 山岸 夏希（筑波 2） 

石山 良太（名古屋 4） 

 

■ 一般の部 

クラス情報 

 

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 25～30分 

MUB 男子中級者 日本学連登録 2年目以上の男子 25～30分 

MUF 男子新人 日本学連登録初年度の男子 25～30分 

WUA 女子上級者 日本学連登録 2年目以上の女子 25～30分 

WUB 女子中級者 日本学連登録 2年目以上の女子 25～30分 

WUF 女子新人 日本学連登録初年度の女子 25～30分 

  ・申し込み多数の場合、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。

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 

クラスと参加資格 2. 
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参加資格 

  2016年12月31日（土）時点から大会開催時の期間において日本学連加盟員であること。 

 

◆ 3月19日（日） リレー競技 

 ■ 選手権の部 

  クラス情報 

 

 

 

・男子選手権、女子選手権共に3区間とも同一の難易度および優勝設定時間です。 

・優勝設定時間は、インカレ実施規則第17．1項に定められた値です。 

・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 

・各校は、男女それぞれ 1チームのみ出場させることができます。 

・また、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・学連登録年度 4 年以

内・年齢は当該年度 3月 31日現在 29歳未満）を満たす 3名からなるチームであることが必要

です。 

 

＜特例措置について＞ 

複数校にまたがったチームによる選手権の部への出場を希望する参加校は、以下の注意事項・申

請方法を確認のうえ、特例措置の申請をしてください。申請する場合は、大学対抗戦であるリレ

ー競技部門の主旨を理解したうえで熟慮の上、申請してください。 

 

1．注意事項 

・特例措置にて結成されたチーム（以下特例チーム）は参考記録とし、表彰対象外とします。 

・正規の選手権の部出場チーム（以下正規チーム）の競技の公正性確保及び運営上の都合により、

特例チームのスタート時刻を正規チームと別時刻に設定する可能性があります。 

2．申請方法 

・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、主管者

の連絡先（P．2参照）へ、2016年 12月 21日（水）までに問い合わせてください。 

 

 ■  一般の部 

  クラス情報 

 

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。

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 
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  参加資格 

  2016年12月31日（土）時点から大会開催時の期間において日本学連加盟員であること。 

 

◆ 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 

  エントリー期間 2016年11月21日（月）～12月31日（土） 

   入金期間：2016年11月21日（月）～2017年1月７日（土） 

エントリー内容の変更可能期間：2017年2月4日（土）締め切り 

 

◆ 参加費 

項目 発生単位 金額 

基本参加費 

（参加日数に関わらず同額） 

選手 ＊ 1人 8,000円 

チームオフィシャル 1人 8,000円 

ミドル・ディスタンス競技「選手権の部」登録費 1人 + 1,500円 

リレー競技「選手権の部」登録費 1チーム + 4,500円 

報告書申し込み料金 1人 +    200円 

e-cardレンタル料金（選手 ＊のみ） 1人 ＋   500円 

＊ここでの「選手」とは、「選手権の部」または「一般の部」への参加者を指します。 

大会報告書冊子は、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円となります。 

 

◆ 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。 

 

 

 

 

  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し込み

を行ってください。 

  参加費の詳細および輸送費・宿泊費等については、エントリーサイト内の「申し込みの手引き」

を参照してください。 

  エントリーの流れを以下に示します。 

 

◆ 通常エントリー 

 ■ 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。参加校

の担当者は、下記メールアドレス宛てに「アカウント取得希望」という題名でメールを送信し、

アカウントを受け取ってください。なお、学校名と担当者氏名を忘れずに記載してください。 

   

 

 

   

 

2．エントリーサイトへの登録 

   エントリーサイト内の「申し込みの手引き」に従い、ミドル・ディスタンス競技部門「一般の

アカウント取得希望の連絡先 

伊藤 奎梧（エントリー担当） 

e-mail：icmr2016.entry＠gmail.com 

 

エントリーサイト 

URL：https://mulka2.com/uofj 

エントリー 3. 
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部」の各人の参加クラス、リレー競技部門「選手権の部」・「一般の部」のクラス別参加チーム

数、チームオフィシャルなどを登録してください。 

  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 

  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。参加校

の担当者は、P．９記載のアカウント取得申請用メールアドレス宛てに「アカウント取得希望」

という題名でメールを送信し、アカウントを受け取ってください。なお、地区学連名と担当者氏

名を忘れずに記載してください。 

  ２．ミドル・ディスタンス競技部門「選手権の部」出場者登録 

   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。 

  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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ エントリー内容の変更受付 

  エントリー期間後に選手登録やリレーチーム数を変更する等の場合、2017年2月4日までメール

にて受け付けます。詳細はエントリーサイト内の「エントリー期間後の変更について」を参照して

ください。ただし内容がプログラム（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。 

なお本年度は2017年1月1日以降の新規エントリーを受け付けません。本大会に参加を希望す

る場合には必ずエントリー期間に申し込みを行ってください。

参加校 

担当者 

地区学連 

担当者 

アカウント 

取得 

・ミドル「一般の部」 

・リレー「選手権の部」、「一般の部」 

登録 

ミドル「選手権の部」 

登録 

エ
ン
ト
リ
ー
完
了 アカウント 

取得 

入金 

入金 

エントリー 

開始 

2016/11/21 

エントリー 

締め切り 

2016/12/31 

入金 

締め切り 

2017/1/7 
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 本章の記載内容は、2017年3月17日（金）～19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 

  宿泊地は、滋賀県高島市内です。費用により、ランクAとランクBの2つから選択できます。宿舎

の特徴は以下の通りです。 

＊JRの最寄り駅から徒歩最大30分以内・バスで最大20分以内、競技会場までバスで最大40分以内です。 

＊ランクBの宿は、40名以上の大学は分宿になります。  

＊食事は、全ての施設にて用意します。食事内容は施設により異なります。 

 

 ・大会期間中は主管者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（モデルイベントを除く）、傷害保険料等を含みます。 

 ・宿泊については、エントリーの際にランクAかランクBかの希望調査を行います。ただし、希望

が偏った場合は主管者で抽選を行います。結果はプログラム（要項3）に記載します。 

 ・参加者が周辺施設等へ直接コンタクトを取ることは、トラブル防止のため一切禁止します。宿泊

や輸送に関して問い合わせがある場合は、必ず主管者にお問い合わせください。 

 

◆ 輸送 

  ・2017年3月17日（金）のモデルイベントは、JR近江今津駅―モデルイベント会場―開会式―

宿泊地間のシャトルバス輸送を予定しております。バス料金は、全行程利用の場合、2,500円です。

また、一部のみの利用も可能です。その場合、区間料金となります。詳しい料金や料金の徴収方法

については、HP上でご案内します（2月上旬予定）。 

  ・2017年3月18日（土）、19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。料金については、前項の通り宿泊輸送費に含まれております。

ランク 費用 タイプ ミーティング会場 

A 24,500円 ホテル・旅館 
ほぼ用意できますが、 

絶対ではありません。 

B 22,000円 民宿中心 
別部屋は用意できませんが、20名以上の

大学であれば、ほぼ他校は入りません。 

宿泊・輸送 4. 
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◆ 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、併設大会公式Webサイトをご覧ください。URLは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

◆ 観戦 

  本大会およ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、リレー競技およ

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、後日発行するプログラム（要項3）に

したがって観戦してください。 

 

（要項2おわり）

併設大会要項 

URL：http://www.orienteering.com/~ic2016/heisetsu 

 

併設大会・観戦 5. 
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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。 

母校の学生に向けた応援メッセージ、あなたのクラブの大会の広告を載せてみませんか？ 

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うえ、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。 

 

◆ 申し込み時必要事項 

  ①振り込み日 ②振り込み人氏名 ③振り込み金額 

  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 

  2016年12月31日（土）必着 

 

◆ 振り込み先 

 

  

 

 

 

※振り込み手数料は申し込み者にてご負担願います。 

 

◆ 原稿送付先・広告関連問い合せ先 

  

  

 

 

  原稿送付後、1週間以内に返信します。万一返信が無い場合は、恐れ入りますが再度ご連絡をお

願いします。 

田端 恭平（広告担当） 

e-mail：kyohei110ws＠gmail.com 

 

新生銀行 京都支店 支店コード 730 

普通預金 口座番号 0370414 

加入者名  タナカ ヒロアキ 

プログラムの広告募集！！！！！  


