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The Japan Intercollegiate Orienteering Championships 2013 Spectator’s Race 

KISEKI EXTREME MIDDLE 

奇跡奇跡奇跡奇跡のののの森森森森エクストリームミドルエクストリームミドルエクストリームミドルエクストリームミドル    
October 13th (Sun), 14th (Mon)  

 

航空航空航空航空レーザレーザレーザレーザ測量測量測量測量でででで生生生生まれまれまれまれ変変変変わったわったわったわった「「「「奇跡奇跡奇跡奇跡」」」」をををを味味味味わいわいわいわい尽尽尽尽くくくくすすすす 2 日間日間日間日間！！！！ 

このこのこのこの森森森森をををを制覇制覇制覇制覇するするするする「「「「KISEKI Meister」」」」のののの称号称号称号称号はははは誰誰誰誰のののの手手手手にににに！？！？！？！？ 

 

場所場所場所場所 静岡県富士宮市 

主催主催主催主催 日本学生オリエンテーリング連盟 

主管主管主管主管  2013 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 

  ロング・ディスタンス競技部門実行委員会 

日程日程日程日程 Day1: 10月月月月13日日日日（（（（日日日日）））） Day2: 10月月月月14日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝）））） 
会場会場会場会場 静岡県富士宮市立 山宮小学校 

交通交通交通交通 自家用車： 駐車場を用意する予定です 

公共交通機関： JR 身延線「富士宮」駅下車後、「白糸の滝」方面行きバスに

乗車 20 分、「本門寺入口」下車徒歩 30 分。この他、駅からの直行

バスも運行予定です。 

 

実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長 松澤 俊行（1991 年度 東北大学入学） 

競技責任者競技責任者競技責任者競技責任者 西村 徳真（2004 年度 京都大学入学） 

コースプランナーコースプランナーコースプランナーコースプランナー Day1 ：木村 洋介（2001 年度 大阪大学入学） 

  Day2 ：西村 徳真（2004 年度 京都大学入学） 
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【【【【 競技情報競技情報競技情報競技情報 】】】】 

競技形式：ポイントオリエンテーリング 

パンチングシステム：SI-card による電子パンチングシステムを使用 

使用地図 

  Day1 の MEC および WEC ：縮尺 1:15,000、等高線間隔 5m、走行可能度 4 段階表示 

  上記以外  ：縮尺 1:10,000、等高線間隔 5m、走行可能度 4 段階表示 

 

10 月 13 日（日）Day1 

インカレ選手権クラスと同一のコースにチャレンジすることができます(MEC, WEC)。AS、AL については、

長さはミドルながらロングタイプのコースセットといたします。インカレとは異なるコースを提供する予定です。 

スタート開始時刻はMEC, WECは 10:00、その他のクラスは 11:00の予定です。ゴール後にインカレの観

戦をお楽しみください。 

クラス名 優勝設定時間 レベル 備考 

MEC 80 分 インカレ ME と同一 Day2 の E クラス出場のための予選クラス 

WEC 65 分 インカレ WE と同一  

AL 40 分 上級 Day2 の E クラス出場のための予選クラス 

AS 35 分 上級 - 

B 30 分 中級 - 

N 30 分 初心者 グループでの出走可 

※申し込み人数が多い場合には、複数のクラスに分ける可能性があります。 

 

10 月 14 日（月・祝） Day2 

ミドルタイプのコース設定ですが、ここはせっかくのニューマップ、存分に楽しんでいただきたいという思いを

込め、難易度難易度難易度難易度はははは高高高高めにめにめにめに、、、、距離距離距離距離もももも普通普通普通普通のミドルコースよりのミドルコースよりのミドルコースよりのミドルコースより長長長長くくくく設定設定設定設定し、「「「「エクストリームミドルエクストリームミドルエクストリームミドルエクストリームミドル競技競技競技競技」」」」として楽しん

でいただきます。最上位の E クラスは、選ばれし精鋭のみが出走できます。前日の成績とこの 1 年の成績

が選考対象です。スタート開始時刻は E クラスクラスクラスクラスがががが 10:00, それそれそれそれ以外以外以外以外はははは 9:00 のののの予定予定予定予定ですですですです。。。。 

クラス名 優勝設定

時間 

レベル 備考 

【午前】 

E 60 分 最上級 下記下記下記下記のののの条件条件条件条件にににに該当該当該当該当するするするする方方方方のみのみのみのみ参加参加参加参加できますできますできますできます。。。。 

・2013 年 8 月 31 日現在の男子非公式日本ランキング（※）30 位以内 

・前日の ME,MEC にて学生 10 位以内相当 

・前日の AL クラスにて 10 位以内 

AL 50 分 上級  

AS 40 分 上級  

B 40 分 中級  

N 30 分 初級 グループでの出走可 

【午後】 

Extra - 上級 レース終了後に出走可能です。複数種類のコース図を用意する予定。

松澤俊行による「松塾」も開催します。 

※「男子非公式日本ランキング非公式」は下記サイトにて公開されているランキングです。 

 http://blog.livedoor.jp/yyagami1983/ 
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【【【【 表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象 】】】】 

・ Day2のEクラスの上位 6名を表彰します。また、優勝者を「KISEKI Meister」として

表彰し、メダルの授与を行います。 

・ 女性でDay2のEクラス最高順位の方（該当者なしの場合、Day2のALクラス最高

順位の方）を「KISEKI Meisterin」として表彰し、メダルの授与を行います。 

・ 50 歳以上で Day2 の E クラス最高順位の方（該当者なしの場合、Day2 の AL クラ

ス最高順位の方）を「KISEKI Senior Meister」として表彰し、メダルの授与を行いま

す。 

・ Day2 の AL・AS・Bクラスの上位 3 名をそれぞれ表彰します。また各クラス最高順位の女性 1～3名、

50 歳以上 1～3 名をそれぞれ表彰します。 

・ AL・AS・Bクラスの 2日間合算タイムで上位 3名をそれぞれ表彰します。また各クラス最高順位の女

性 1～3 名、50 歳以上 1～3 名をそれぞれ表彰します。 

・ N クラスは両日とも完走者全員に完走証を授与いたします。 

 

上記の競技情報・表彰対象は、エントリー状況に応じて変更する場合があります。確定情報はプログラム

にてご確認ください。 

 

【【【【 参参参参加費加費加費加費 】】】】 

開催日 クラス 一般 高校生以下 

N,MEC,WEC 

以外 

2,500 円 1,000 円 

MEC,WEC 3,500 円 1,500 円 

10 月 13 日 

Day1 

N 500 円 

開催日 クラス 一般 日本学連加盟員 高校生以下 

N 以外 2,500 円 1,900 円 1,000 円 

N 500 円 
10 月 14 日 

Day2 
Extra 

（カッコ内は当

日申込の場合） 

+500 円 

（+800 円） 

+500 円 

（+800 円） 

+200 円 

（+400 円） 

レンタル SI カード 

（１日につき） 

100 円 

・ N クラスに複数人で参加の方は、人数分の参加費が必要です。 

・ 当日、ご希望の方に初心者説明を行います。 

・ 両日共に My SI-card の使用を認めます。 

・ 大会中止ならびに当日欠席などの場合でも、参加費は原則として返金いたしません。 

・ NクラスならびにDay2のExtraメニューは当日申込みが可能です。そのそのそのその他他他他のクラスはのクラスはのクラスはのクラスは当日申当日申当日申当日申しししし込込込込みみみみできませんできませんできませんできません。。。。 
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【【【【 モデルイベントモデルイベントモデルイベントモデルイベント・・・・前日大会前日大会前日大会前日大会 】】】】 

2013年 10月 12日（土）に、モデルイベント・前日大会を開催する予定です。詳細は公式Webページ

をご確認ください。 

 

【【【【 宿泊宿泊宿泊宿泊についてについてについてについて 】】】】 

実行委員会側で宿泊取りまとめを行っています。ご希望の方は、参加申し込みと併せてお申し込みくだ

さい。ただし、定員がありますので、全員分の宿の確保が出来ない場合があります。宿泊可否は9月22日

までにお知らせいたします。また、他の参加者との相部屋となります。 

 

 

【【【【 大会全般大会全般大会全般大会全般のののの注意事項注意事項注意事項注意事項 】】】】 

・ この要項に記載されている内容は予告なく変更されることがあります。（変更があった場合、大会公式

サイトにて変更箇所を公表します。） 

・ 日本学生オリエンテーリング連盟加盟員は Day1 には参加できません。インカレロング 2013 にご参加

ください。 

 

【【【【 申込方法申込方法申込方法申込方法 】】】】 

申込申込申込申込・・・・入金締切入金締切入金締切入金締切：：：： 2013年年年年 9 月月月月 20日日日日（（（（金金金金）））） 

 

メールにメールにメールにメールによるよるよるよる申申申申しししし込込込込みみみみ 

１．大会公式サイトより、エントリーシートをダウンロードし、必要事項を記入の上、ファイルをメールに添付し

て、下記の送付先へ送信してください。件名は「奇跡大会申し込み」としてください。 

※エントリーシートは本要項公表段階でまだ掲載しておりません。掲載し次第 Web ページにて告知いたし

ます。 

＜＜＜＜申込先申込先申込先申込先＞＞＞＞ 

西村徳真（にしむらとくまさ） 

Ｅメール：icl2013_entry[at]nishipro.com 

 

２．参加費を下記いずれかの口座にお振込みください。 

 

＜＜＜＜振込先振込先振込先振込先＞＞＞＞ 

三井住友銀行 四条支店（512） 普通 1806475 ニシムラトクマサ 

または、ゆうちょ銀行 14450-22288161（四四八店 普通 2228816） ニシムラトクマサ 

 

大会会場大会会場大会会場大会会場でのでのでのでの申申申申しししし込込込込みみみみ 

 各大会会場にて申し込みを受け付ける予定です。お気軽にお声掛けください。 
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【【【【 問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 】】】】 

本大会に関するお問い合わせは以下へお願いいたします。 

 

西村徳真（にしむらとくまさ） 

Ｅメール：icl2013_entry[at]nishipro.com 

TEL: 090-8341-6925 

※緊急時以外はＥメールにてお問い合わせ頂きますようお願いいたします。 


