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1. 開催概要 

【日程】 

2014 年 10 月 11 日（土）インカレスプリント試行大会 

2014 年 10 月 12 日（日）インカレロング併設大会 

2014 年 10 月 13 日（月）2 人リレー大会、公認トレイル O 大会 

※3 日目は公式サイト掲載の専用の要項をご覧ください。 

 

【会場・テレイン】 

会場 ：トリムパークかなづ （福井県あわら市 山室 67 字 30 番地 1） 

テレイン ：『あわら迷図』（三上雅克 2013 年 3 月作成、拡大リメイク） 

【主催】 

日本学生オリエンテーリング連盟 

【主管】 

2014 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 

【大会役員】  

実行委員長：山上大智  （2007 年度 東京大学入学） 

運営責任者：佐藤悠太  （2007 年度 東北大学入学） 

競技責任者：辻晃   （2008 年度 金沢大学入学） 

イベントアドバイザー：小林力  （1994 年度 金沢大学入学） 

 

 

 

 

 

 

  

2014 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会（ロング） 

併設大会 プログラム 

発行日：2014 年 10 月 7日  

発行者：2014 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  

発行責任者：山上大智（実行委員長） 

 

公式サイト: http://www.orienteering.com/~icl2014/ 

mail: awara_icl2014■googlegroups.com （■→@） 

Tel: 090-1313-2066（山上大智） 

※緊急時を除き mail で問い合わせること 

主管者連絡先 

 

http://www.orienteering.com/~icl2014/
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2. 会場案内 

【車でのアクセス】 

金沢方面からは、北陸自動車道金津 IC を降りて

約 5km（約 10 分）、米原方面からは丸岡 IC を降り

て約 14km（約 25 分）です。 

 

【駐車場】 

駐車券は発行しません。会場内の第 1～第 3 駐車

場にお停めください。 

ただし、一般の来園者も多いため、駐車場が満車

になることもあります。その場合は、以下の 2 つ

の駐車場をお使いください。 

 

―JA 花咲ふくい総合物流センター（20 台） 

敷地内の建物の裏側（北側）にお停めください。

なお別イベントの駐車場も兼ねているため、定め

られた区域内にお停めください。 

 

―あわら市芦原温泉駅東口駐車場（有料） 

市営の有料駐車場です。駐車台数は十分にありま

す。これ以外の月極め駐車場などには絶対に停め

ないでください。 

～1 時間 無料 

1 時間~6 時間 1 時間につき 100 円 

6 時間～24 時間 500 円 

 

【公共交通機関でのアクセス】 

JA芦原温泉駅東口から徒歩約 1.2m（15 分）です。

会場までの誘導はありません。 

タクシーをご利用の際は、駅西口乗り場より約 5分

（約 800 円）です。 

 

【会場内の設備に関して】 

会場内の体育館を荷物置き場として利用すること

ができます。体育館内にあるトイレと更衣室も利

用可能です。 

 

 

  

会場周辺道路図 

駅～会場の経路

周辺道路図 

会場 MAP 
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3. 10/11（土）インカレスプリント試行大会 

―タイムテーブル 

10:00 開場・受付開始 

11:00 ME・WE スタート待機地区への入場開始 

11:30 ME・WE スタート待機地区への入場締切 

12:00 ME・WE スタート開始 

14:00 MEC・WEC スタート開始 

16:00 MEC・WEC フィニッシュ閉鎖 

16:15 インカレロング優勝杯返還 

16:30 体育館閉鎖 

17:00 屋外エリア閉鎖 

 

―競技の流れ 

MEC・WEC クラスの競技は ME・WE クラスの競

技終了後に行います。スタート地区までの道順は

ME・WE クラスの競技終了後に公式掲示板にて公

開します。 

 事前申込の方は受付を行う必要はありません。

レンタル E-card をご利用の方は、翌日のロング・

ディスタンス競技と同じものを使うため、体育館

内にある受付にてお受取りください。ナンバーカ

ード、バックアップラベルはありません。 

 スタートはフリースタート方式となります。各

自でスタート地区まで向かった上で、14:00 以降の

お好きな時刻に出走してください。ただし、ME・

WE クラスの競技進行状況により、変更する可能性

があります。 

 競技用の地図はスタート地区にあります。フィ

ニッシュ閉鎖は 16:00 とし、必ずこの時間までに

競技を終えてください。 

 当日申込（学生 1500 円、一般 2000 円）も行い

ますが、地図の枚数に限りがあります。ご希望の方

は、受付にてお申し込みください。 

 

 

 

―地図仕様 

縮尺 1:4,000 

等高線間隔 2m 

走行可能度 4段階表記 

地図サイズ A4横 

地図表記 JSSOM 2007準拠 

耐水性 0.08mm厚ポリ袋封入済 

コントロール 

位置説明 
JSCD 2008準拠 

特殊記号 
人工特徴物   

大きな遊具  

 

―コース概要および競技時間 

クラス 距離 登高 競技時間 

MEC 2.6 km 36 m 60 分 

WEC 1.9 km 28 m 60 分 

距離は直線距離、登高は運営者が想定するベスト

ルートの値です。 

 

―コースプロフィール 

本大会のコースは、ルートチョイスの能力と走

力が重視されるコースとなっています。コントロ

ール位置は簡単ですが、そこにたどり着く最適な

ルートをいかに素早く判断し、実行できるかが勝

負のカギとなるでしょう。 

 

―コース上の注意事項 

テレイン内には駐車場など車の走行するエリア

が存在します。そのようなエリアに立ち入らない

ようなコース設定となっていますが、くれぐれも

車の通行にはご注意ください。 

コース上に一部青黄ストリーマが張られている

箇所があります。地図上では「707 通過不能な境

界線」（パープルの実線）で表記されています。青

黄ストリーマを横断した場合は失格とします。 
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その他、植込や花壇をはじめとして通過禁止と

表記されているエリアは、渉外上の問題となる恐

れがあるため絶対に通過しないでください。 

 

―服装およびシューズ 

公序良俗に反する服装での出走は禁止とします。

また、ピンつきシューズの使用は禁止とします。 

 

―会場レイアウト 

 

―競技上の注意事項 

競技を行うトリムパークかなづには、一般の来

園者や子どもが多数いらっしゃいます。競技を行

う際には十分ご注意ください。 

 

―観戦について 

競技の観戦は会場レイアウトの観戦エリアと指

定された区域のみで行うことができます。なお観

戦エリア内にもコントロールが存在します。コン

トロール付近での観戦も可能ですが競技者競技の

補助や妨げをしないように十分注意してください。 

 

―観戦ガイド配布・地図販売 

 ME・WE クラスの全選手がスタート待機地

区に入場しましたら、観戦ガイドの配布と各

クラスのコース図を販売します（11:30 予定）。

観戦にご利用ください。 

 

4. 10/12（日）インカレロング併設大会 

―タイムテーブル 

8:00 屋外エリア開場・受付開始 

8:30 体育館開場 

9:30 併設大会スタート開始 

10:15 MEC・WECスタート閉鎖 

11:00 選手権の部スタート開始 

11:00 弁当配布開始 

11:15 AL・AM・Bスタート閉鎖 

12:30 MEC・WECフィニッシュ閉鎖 

13:15 AL・AM・Bフィニッシュ閉鎖 

13:30 地図返却・地図販売開始 

15:00 表彰式 

16:00 弁当箱回収締切 

16:30 体育館閉鎖 

17:00 屋外エリア閉鎖 

 

 

―会場周辺のレイアウト 

 

 

―受付 

体育館屋外北側ピロティーにある受付にて配布

物をお受け取りください。配布物は前日 10/11（土）

から体育館にてお受け取りいただけます。 

E-cardの番号変更もしくは追加レンタル（200円）

をご希望の方は受付までお申し出ください。ただし

運営の都合、E-cardの変更手続きの受付は各選手の

スタート時刻の30分前までとさせていただきます。 
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 コンパスの貸し出しを行います。ご希望の方は受

付までお申し出ください。ただし、数に限りがあり

ます。貸し出しの際は、紛失もしくは破損時の保証

金として 3,000円をお預かり致します。コンパスは

フィニッシュ後に受付までご返却ください。その際

保証金をお返し致します。 

 

―地図仕様 

縮尺 
MEC, WEC  1:15,000 

AL, AM, B 1:10000 

等高線間隔 5m  

走行可能度 4段階表記 

地図サイズ A4横 

地図表記 JSOM 2007準拠 

耐水性 0.08mm厚ポリ袋封入済 

コントロール 

位置説明 
JSCD 2008準拠 

特殊記号 
人工特徴物   

大きな遊具  

地図記号「524高い柵」を地図記号「707横断不能な

境界線」でなぞり、通行禁止とします。また横断可

能な箇所は地図記号「708横断

地点」で示します。地図で示さ

れた横断地点以外で柵を通行

した選手は失格とします。 

 

―コース概要および競技時間 

クラス 距離 登高 競技時間 

MEC 8.5 km 520 m 
150 分 

WEC 5.9 km 300 m 

AL 4.6 km 220 m 

120 分 AM 3.2 km 105 m 

B 2.3 km 35 m 

N/G 1.9 35 m 60 分 

距離は直線距離、登高は運営者が想定するベストル

ートでの値です。 

 

―会場～スタート地区 

E-cardとナンバーカードを忘れた、または間違え

た場合、出走することができません。スタート地区

に向かう際に必ず身に着けてください。 

 MEC・WECクラスのスタート地区へは紫白テープ誘

導徒歩約 50分、AL・AM・Bクラスは緑白テープ誘導

徒歩約 5分です。役員による手荷物・防寒着の輸送

は MEC・WEC クラスのみ行います。返却は受付にて

行います。 

 

―スタート 

レイアウト図およびスタート地区内での動きに

ついては上図を参照してください。スタート地区に

は現在時刻を示した時計を置きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタートレイアウト 
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スタート2分前にコントロール位置説明を配布し

ます。コントロール位置説明の大きさは 16cm×6cm

を超えません。 

 遅刻者の競技タイムはスタートリスト記載の正

規スタート時刻から計算します。 

 スタート閉鎖時刻は下記のとおりです。以降の出

走はできません。ただし、遅刻の原因が主管者の責

任による場合は特例措置をとる場合があります。 

【MEC・WEC】 10:15 

【AL, AM, B】 11:15 

 

―フィニッシュ 

MEC・WECのフィニシュは野外ステージ前です。

AL・AM・Bクラスのフィニッシュは会場から離れて

います。役員の指示に従い、会場までお帰りくだ

さい。 

最終コントロールからフィニッシュまでは赤白

ストリーマ誘導です。フィニッシュ方法は全クラ

スパンチングフィニッシュです。E-cardをフィニ

ッシュユニットにパンチした時点で競技終了とし

ます。競技終了した選手は、競技エリア内に戻る

ことはできません。フィニッシュ後は先にフィニ

ッシュした選手を追い越さず、誘導に従って速や

かに移動し、E-cardの読み取りを受けてくださ

い。レンタル E-cardは読み取りの際に回収しま

す。なおフィニッシュ時に E-cardもしくは地図を

持っていない選手は失格とします。 

MEC・WECクラスのフィニッシュ閉鎖時刻は下記

の通りです。競技の途中であっても、この時刻ま

でに必ずフィニッシュを通過してください。フィ

ニッシュの通過が確認できなかった場合は、未帰

還者として捜索を行います。 

【MEC・WEC】 12:30 

【AL・AM・B】 13:15 

フィニッシュ地区では、地図を回収します。地

図に所属および氏名を記入の上、地図回収箱に入

れてください。回収した地図は、13:30以降に受付

付近にて返却します。返却開始時にはアナウンス

を行います。 

 

―コース上の注意事項 

・道幅の広い舗装道路を横断するクラスがあります。

交通量は多くありませんが、スピードを出す車があ

りますので、横断時には十分注意してください。地

点によっては役員を配置してある場所があります。

役員からの指示には従ってください。 

・一部のクラスで高さが 10mを超える岩崖の近くを

通過します。地図上では地図記号「710 危険区域」

で表記されていますので、ご注意ください。 

・地図に表記はありませんが、現地に青黄ストリー

マを巻いて危険箇所への立ち入りを禁止している

地点が数カ所あります。 

・林道に沿って高さ 1～3mの土崖が存在している

箇所があります。地図上で地図記号「106土がけ」

で表記されている箇所でも、高さがありますので

十分注意してください。 

 

―給水所および救護所 

優勝設定時間が45分を超えるクラスにおいては、

テレイン内に給水所を設けます。 

またテレイン内および会場内に救護所を設けま

す。テレイン内の救護所では給水が可能であり、地

図上では地図記号「712救護所」で示されています。 

 

―演出 

インカレロング ME・WE クラスの中間速報を野

外ステージにて行います。ME は 35％と 55%の 2 カ

所、WE は 50%の 1 カ所です。また両クラス共にビ

ジュアル区間が存在します。 

 

―服装およびシューズ 

公序良俗に反する服装での出走は禁止とします。



あわら ICL2014 併設大会 プログラム 

  7 

体の表面を露出しない服装を推奨します。 

ピンつきシューズの使用を妨げません。 

 

―ナンバーカード 

参加者全員にナンバーカードを 1 枚配布します。

安全ピンを 4本以上使用し、胸に取り付けてくださ

い。ナンバーカードが正しく読み取れないような取

り付けや、ナンバーカードへの書き込みを禁止しま

す。 

 安全ピンは各自でご用意ください。受付にて 4本

50円で販売しますが、数に限りがあります。 

 

―弁当配布 

大会申し込み時に弁当を注文された方には、

11:00 頃より弁当と飲み物を配布致します。配布開

始は放送でご案内致しますので、体育館屋外北側の

ピロティまで、で受け取りに来てください。 

弁当の空き箱を回収致しますので、配布時と同じ

く体育館屋外北側ピロティまで持参してください。

回収は必須ではありませんが、会場周辺での不法投

棄や近隣のコンビニ等のゴミ箱への廃棄は行わな

いようお願い致します。空き箱の回収は 16:00まで

とします。 

 

―地図返却、販売および配布 

インカレロング選手権の部のスタート閉鎖後、準

備ができ次第地図返却を行います（13:30 予定）。同

時に地図販売を開始します（13:30～16:30）。地図返

却および販売の開始は放送にてご案内致します。 

受付にて、各クラスのコース図、白図および全コ

ントロール図を販売致します。 

日本学連賛助会員には、全コントロール図を 1 枚

無料で配布致します。ご希望の方は地図販売時間内

に受付にお越しください。 

―表彰式 

表彰式は 15:00 より野外ステージにて行います。

対象者の方はアナウンスに従ってステージ横にお

集まりください。 

 

 

5. 大会役員一覧 

実行委員長 山上 大智 

競技責任者 辻 晃  

運営責任者 佐藤 悠太 

イベントアドバイザー 小林 力 

コース設定者 スプリント         山上 大智 

   ロング・ディスタンス 横山 理恵 

地図作成者 三上 雅克 

会計責任者 井戸 美菜  

人事責任者 高島 拓也 

広報責任者 沢 厚太朗 

広告責任者 高田 翔午  

資材責任者 石坂 翼樹  

演出責任者 丹保 卓  

申込責任者 新谷 俊幸  

ホームページ責任者   横田 勇輝  

フィニッシュパートチーフ 金 和也  

スタートパートチーフ  高田 翔午 

会場受付パートチーフ  山越 順平  

モデルイベントパートチーフ 松室 隼人  

※責任者のみ記載 


