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【【【【日程日程日程日程】】】】 

2013 年 10 月 13 日（日） ロング・ディスタンス競技 

 

【【【【大会会場大会会場大会会場大会会場】】】】 

静岡県富士宮市立山宮小学校 

 

■■■■アクセスアクセスアクセスアクセス情報情報情報情報 

 

自家用車自家用車自家用車自家用車のののの場合場合場合場合 

 

会場の隣接場所にて、駐車場を用意する予定。エントリーシート（後述）に駐車場の希望の有無を記入

のこと。申し込み多数の場合は抽選となる可能性がある。 

 

公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関のののの場合場合場合場合 

 

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 

 

【【【【大会大会大会大会役員役員役員役員（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））】】】】 

実行委員長：     松澤 俊行（1991 年度 東北大学入学） 

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：  木村 洋介（2001 年度 大阪大学入学） 

 

【【【【イベント・アドバイザーイベント・アドバイザーイベント・アドバイザーイベント・アドバイザー】】】】 

（未定） 



 

【【【【クラスとクラスとクラスとクラスと参加資格参加資格参加資格参加資格】】】】 

 

■■■■選手権選手権選手権選手権のののの部部部部 

 

クラスクラスクラスクラス 優勝設定時間優勝設定時間優勝設定時間優勝設定時間 

男子個人ロングディスタンス競技（ＭＥ）: 80 分 

女子個人ロングディスタンス競技（ＷＥ）: 65 分 

 

※いずれも、2013 年 9 月 1 日時点から大会開催時の期間において、「日本学生オリエンテーリング選

手権大会実施規則」第 4.1 項に定める条件を満たしていること。 

 

表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象 

 

男女各 6 位までを表彰する。 

また今年度初登録者の完走者中で最も成績の良かった選手を特別表彰する。 

 

参加資格者参加資格者参加資格者参加資格者 

 

地区学連配分枠は以下の通り。 

 

地区地区地区地区 男子男子男子男子（（（（人人人人）））） 女子女子女子女子（（（（人人人人）））） 

北東学連: 12 15 

北信越学連: 2 3 

関東学連: 25 16 

東海学連: 9 5 

関西学連: 12 1 

中九四学連: 0 0 

合計: 60 40 

 

前年度個人実績枠は以下の通り。 

＜男子＞  真保 陽一(東京 4)、尾崎 弘和(早稲田 3)、福井 直樹(大阪 4)、宮西 優太郎(東北 2)、 

        堀江 悟(名古屋 4) 

＜女子＞  稲毛 日菜子(お茶の水女子 3)、宮川 早穂(立教 2)、田中 千晶(お茶の水女子 4)、 

        大河内 恵美(横浜市立 4)、高橋 美誉(岩手 4) 

 

※技術委員会発表に基づく。 

※全員がエントリーした場合，総競技者数は男子 65 名，女子 45 名となる。 

※中九四学連から学連登録者があった場合は、数が変更になる場合がある。 

※本大会の選手権クラスに参加する者を対象にドーピング検査を行う可能性がある。 



 

チームオフィシャルチームオフィシャルチームオフィシャルチームオフィシャル 

 

参加校はチームオフィシャルを参加させることができる。 

各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。 

・男子クラスの選手登録に対して 2 名まで 

・女子クラスの選手登録に対して 2 名まで 

合計最大 4 名まで。 

 

チームオフィシャル（参加費 3,000 円）には以下の特典が与えられる。 

・選手権の部スタート地区での選手のサポートが可能。（選手権の部スタート地区へは一般・併設クラス

とは異なり、バス輸送による移動を予定している。選手権スタート地区に向かうことが出来るのは、選手

権の部出場者、およびチームオフィシャルに限られる） 

・競技終了後、選手権の地図を ME、WE 各 1 枚、合計 2 枚を贈呈する。 

 

なお、本インカレのチームオフィシャル登録者も、併設大会（後述）に参加することができる。該当者の

スタート時刻は、インカレ選手権、一般全クラスの最終スタート以降となる。指定の方法に沿って行動す

る限り、選手権スタート地区 でのサポートが競技上有利となることはなく、記録は正式なものとして扱わ

れる。 

 

■■■■一般一般一般一般のののの部部部部 

 

クラスクラスクラスクラス 対象者対象者対象者対象者 難易度難易度難易度難易度 参加資格者参加資格者参加資格者参加資格者 優勝設定時間優勝設定時間優勝設定時間優勝設定時間 

MUL 男子上級者 難しい 日本学連登録 2 年目以降の者 50 分 

MUS 男子中級者 やや易しい 日本学連登録 2 年目以降の者 40 分 

MUF 男子新人 やや易しい 日本学連登録初年度の者 40 分 

WUL 女子上級者 難しい 日本学連登録 2 年目以降の者 50 分 

WUS 女子中級者 やや易しい 日本学連登録 2 年目以降の者 40 分 

WUF 女子新人 やや易しい 日本学連登録初年度の者 40 分 

※優勝設定時間は変更される可能性がある。 

※申し込み多数のクラスについては、クラスの分割を行う。MUF・WUF クラスに関しては各クラスの出

走数が 30～60 名となるように、その他のクラスに関しては同 40～80 名となるように分割数を設定する。 

 

表彰対象者表彰対象者表彰対象者表彰対象者 

 

各クラス上位 3 名ずつを表彰する。ただし、申込数が 15 名に満たないクラスに関しては優勝者のみを

表彰する。また、日本学連に登録した年度から数えて 4 年以内のものに限られる。 

 

参加資格者参加資格者参加資格者参加資格者 

 

いずれも、2013 年 9 月 1 日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が参加の

条件となる。 

 



■■■■併設大会併設大会併設大会併設大会にににに関関関関するするするする情報情報情報情報 

 

併設大会ならびに翌日のイベントに関する情報は、別途公式 Web サイトにて公開する。 

 

【【【【参加費参加費参加費参加費】】】】 

区分区分区分区分 料金料金料金料金 

選手権の部 4600 円 

一般の部 3600 円 

チームオフィシャル 3000 円 

弁当 +700 円（予定） 

 

※弁当は希望者のみへのオプションとなる。料金については決定し次第追って公表する。 

※参加費にはレンタル SI カード料金を含む（マイ SI カードの利用は認めない） 

 

【【【【申込方法申込方法申込方法申込方法】】】】 

 

(1)参加校は、公式 Web サイトより、エントリーシート（Excel ファイル）を入手。 

※エントリーシートは後日掲載する 

 

(2)参加校は、エントリーシートに必要事項を記入し、各地区学連宛に提出。翌日イベントも同時に申込

むことができる。 

（各地区学連の取りまとめ担当者は、各地区学連で決定のこと。） 

 

(3)各地区学連は、提出されたファイルをチェックし、まとめて申込先に E-mail にて提出のこと。申込期申込期申込期申込期

間間間間はははは 2013年年年年 9月月月月 6日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～13日日日日（（（（金金金金））））である。期間内に申込みを完了できるよう取りまとめを行うこと。 

申込先申込先申込先申込先：：：：    西村徳真西村徳真西村徳真西村徳真 ( icl2013_entry@nishipro.com ) 

 

(4)実行委員会から参加校担当者へ、参加費を請求する。（E-mail を利用） 

 

(5)参加校担当者は参加費を指定の銀行口座に振込。入金締切入金締切入金締切入金締切はははは 2013年年年年 9月月月月 27 日日日日（（（（金金金金））））である。 

振込先振込先振込先振込先：：：：    三井住友三井住友三井住友三井住友銀行銀行銀行銀行 四条四条四条四条支店支店支店支店（（（（512）））） 普通普通普通普通 1806475 ニシムラトクマサニシムラトクマサニシムラトクマサニシムラトクマサ 

 

※振込手数料は各参加校の負担となる。領収書は各銀行口座より発行される振込票をもって代えさせ

ていただく。 

 

(6)実行委員会口座への入金確認をもって、申込み完了となる。 



 

【【【【宿泊宿泊宿泊宿泊・・・・輸送輸送輸送輸送にににに関関関関するするするする情報情報情報情報】】】】 

 

本大会参加に伴う宿泊・輸送は参加者にて手配されたい。 

本大会のオフィシャル旅行代理店「日本旅行」においても、会場までのバス輸送の予約等を行う予定で

ある。詳細は公式 Web サイトに追って掲載する。 

(2013.7.10 追記) 民宿「西の家」様、富士宮旅館料理組合様のご協力により、実行委員会側でも宿泊

の取りまとめを行うこととなりました。よろしければご利用ください。 

http://www.orienteering.com/~icl2013/yado.php 

 

【【【【観戦者観戦者観戦者観戦者のためののためののためののための情報情報情報情報】】】】 

 

本大会の観戦は自由とする。観戦者はプログラム（要項 3）に従って行動のこと。なお、観戦者用の駐車

場はないため、観戦者は競技参加者への相乗りか公共交通にて来場のこと。 

 

【【【【テレインのテレインのテレインのテレインの概要概要概要概要】】】】 

本テレインは、2002 年に静岡大学オリエンテーリングクラブによって作成された「奇跡～奇跡再び

～」の拡張リメイクである。 

テレインは富士山の溶岩によって形成された南西を向いた片斜面である。標高は 300m～600m の

範囲に収まる。全体的には緩やかな傾斜であるが、一部に比高 10m 程度にえぐれた深い沢がある。 

通行可能度は概ね良く、その多くは針葉樹を中心とした人工林である。広葉樹による林も一部に広が

っている。近隣の富士地区のテレインと比較し、道や私有地の割合が大きい。 

 

【【【【地図地図地図地図にににに関関関関するするするする情報情報情報情報】】】】 

選手権の部： 縮尺 1:15000、等高線間隔 5m、走行可能度 4 段階表示 

一般の部および併設大会： 縮尺 1:10000、等高線間隔 5m、走行可能度 4 段階表示 

 

【【【【パンチングシステムパンチングシステムパンチングシステムパンチングシステム】】】】 

全てのクラスにおいて、SportIdent 社製電子パンチングシステムを使用。 

 

【【【【トレーニング・モデルイベントにトレーニング・モデルイベントにトレーニング・モデルイベントにトレーニング・モデルイベントに関関関関するするするする情報情報情報情報】】】】 

モデルイベントならびに前日大会については、詳細が決定し次第公式 Web サイトにて告知する。 

トレーニングテレインとして富士地区のテレイン群を推奨する。詳細は静岡県オリエンテーリング協会

へ問い合わせのこと。 

 静岡県協会Ｗｅｂサイト： http://www.orienteering.com/~shizuoka/Welcome.html 



 

【【【【主管者主管者主管者主管者のののの連絡先連絡先連絡先連絡先】】】】 

西村 徳真（2004 年度 京都大学入学） 

e-mail: icl2013_entry@nishipro.com 

電話番号: 090-8341-6925 

※ 緊急を除いて e-mail で問い合わせること。 

 

【【【【公式公式公式公式Webサイトサイトサイトサイト】】】】 

 URL： http://www.orienteering.com/~icl2013/ 

 

【【【【立入禁止区域立入禁止区域立入禁止区域立入禁止区域】】】】 

本大会に参加を予定している者（選手・チームオフィシャル・併設大会参加者）は、大会終了まで、次

ページの図に示す地域へのオリエンテーリングを目的とする立入を禁止する。隣接する道路の利用は

妨げない。 

ただし、2013 年 5 月 12 日（日）開催の MTBO 世界選手権選考会の参加は適用除外とする。 



 

立入禁止区域（赤枠線の内側） 

※この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web システムから配信されたものである。    


