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 大会概要 

 

１．開催日 

3月 10日（土）ミドル・ディスタンス競技 

3月 11日（日）リレー競技、個人競技 
 

２．開催地 

栃木県日光市 

日光市高畑運動広場 
 

３．主催 

日本学生オリエンテーリング連盟 
 

４．主管 

2017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 

 

５．後援 

日光市、日光市教育委員会、公益社団法人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 

 

６．協賛 

株式会社日本旅行、有限会社ヤマカワオーエンタープライズ 

 

７．大会公式Webサイト 

URL：http://www.orienteering.com/~icmr2017/heisetsu.html 

 

８．緊急連絡先 

E-mail：icmr2017heisetsu@googlegroups.com 

TEL：080-5121-1591（堀田） 

 

 

 

 

 

 

 

2017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 

併設大会プログラム 
発行日：2018年 3月 4日 

発行者：2017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 

発行責任者：堀田 遼（実行委員長） 

大会公式マスコット 

「るーくん、はーちゃん、どーくん、ふーくん」 

http://www.orienteering.com/~icmr2017/heisetsu.html
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 大会日程 

 

3月 10日（土）：ミドル・ディスタンス競技 

時刻 併設大会 学生の部（主要事項） 

7:30 駐車場開場  

7:40 日光駅→大会会場大会バス運行開始  

7:50 大会駐車場→大会会場大会バス運行開始  

8:00 大会会場開場、受付開始  

9:00～11:30 初心者クラス（N/G）受付  

10:00 トップスタート  

11:00 スタート閉鎖  

11:40  選手権の部競技開始 

12:00 フィニッシュ閉鎖  

 〃 大会会場→駐車場・日光駅大会バス運行開始  

14:15 併設大会表彰式 協賛トレイル表彰式 

14:45  表彰式 

 

3月 11日（日）：リレー競技・個人競技 

時刻 併設大会 学生の部（主要事項） 

7:30 駐車場開場  

7:40 日光駅→大会会場大会バス運行開始  

7:50 大会駐車場→大会会場大会バス運行開始  

8:00 大会会場開場、受付開始  

9:00 デモンストレーション  

9:10 リレー走順変更締切  

9:30  選手権の部MER競技開始 

9:40  選手権の部WER競技開始 

10:10 併設大会競技開始  

11:40 個人競技 OSL/OSSフィニッシュ閉鎖  

12:00 大会会場→駐車場・日光駅大会バス運行開始  

13:10 リレー競技リスタート  

 〃 地図返却・販売・配布開始  

13:20  オフィシャルレース開始 

13:45 併設大会表彰式  

14:00  表彰式 

14:40 リレー競技フィニッシュ閉鎖  
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 交通案内 

 

１．公共交通機関 

・JR日光駅または東武日光駅からバスストップまで徒歩2分です。 

 大会バスの時刻表は下記３．の通りです。 

２．自家用車 

・指定の大会駐車場に、役員の指示に従って駐車してください。 

 事前に送付する駐車券を、車のフロントに見えるように置いてください。 

・駐車場から大会会場までは大会バスに乗車してください。時刻表は下記３．の通りです。 

 

３．大会バス 

 ・乗車時に、事前にメールで送付する大会バス利用券をご提示ください。 

◎往路 

日光駅発   7:40 8:30 9:05 9:30 9:45 10:00 10:30 11:00 

大会駐車場発 7:50~10:00は10～20分おき、以降10:10 10:40 11:10 

◎復路 

会場発大会駐車場、日光駅行き 12:00～15:30 20～30分おき 随時運行 

（詳細は公式掲示板にてお知らせします） 

 

 ・乗車時間はいずれも10~15分程度です。 

・大会バス利用を申し込んでいない観戦のみの方は、係員に往復運賃1000円をお支払いくだ

さい。満席となった場合、事前申込の方を優先させていただく場合があります。  
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 大会全般に関する諸注意 

 

・本大会に参加を予定している選手は、本大会終了まで要項に記載されている地域へのオリエンテ

ーリング目的での立ち入りを禁止します（競技中及び来場時を除く）。また、この範囲の地図及

びそれに類するもの（O-map、行政図、コピー、写真、イラスト等）の持ち込みを禁止します。

持ち込みが発覚した場合、失格などの処置を取ることがあります。 

 

・テレイン及び会場内は火気の使用、飲酒は禁止します。 

 

・大会会場に公式掲示板を設置します。本プログラムからの変更点や連絡等、参加者に伝えるべき

公式な情報は、全てこの掲示板を通してお知らせしますので、必ずご確認ください。 

 

・会場内は清潔に使用し、ごみは全てお持ち帰りください。競技エリア、道路についてもごみを放

置することがないようお願いします。 

 また、会場内での物品の販売はできません。ご了承ください。 

 

・荷物管理は各自の責任で行ってください。主管者では紛失、盗難等に一切の責任を負いません。 

 

・女子更衣室は競技会場から紫テープ誘導で徒歩10分の場所にあります。移動の際は競技中の選手

に注意して通行してください。更衣室は競技中の荷物置き場としては利用できません。 

 

・参加者が不注意によって自分自身、あるいは他人に損害や損失を与えた場合は、当事者同士で処

理してください。主管者側では一切の責任を負いません。 

 

・競技より優先される不慮の事故が発生した場合は、最寄りの役員、あるいは大会本部に連絡して

ください。 

 

・参加する際は自分の健康を第一に考え、絶対に無理をしないでください。負傷時等に備え、保険

証をご持参ください。 

 

・本大会では傷害保険に加入しています。怪我等により治療を受けた場合は、通院以上で以下の通

り保険金が支払われますので、30日以内に下記問い合わせ先までご連絡ください。 

 

 死亡、後遺障害：980万円 

 入院：6000円/日（180日限度） 

 通院：2500円/日（事故の日から180日以内で90日限度） 

 

 ◆傷害保険問い合わせ先：日本旅行長岡営業所 小林 

  〒940-0064 新潟県長岡市殿町1-3-3清水ビル2階 

  TEL：0258-31-8655 FAX：0258-31-8656 

  大会中携帯電話：080-3434-9621（大会期間中は競技会場内に駐在） 

  e-mail：hirofumi_kobayashi@nta.co.jp 

 

・本大会への参加者、観戦者は競技の様子として、また競技や会場の風景として、主催、主管や報

道機関等に撮影されることがあります。本大会で撮影したすべての写真は、大会報告書およびオ

リエンテーリングの普及・広報活動（新聞、雑誌、広報誌、Webサイト、チラシ等）のために利

用させていただくことがあります。  

mailto:hirofumi_kobayashi@nta.co.jp
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 競技情報 

 

１．競技形式 

3月10日（土）：ミドル・ディスタンス競技 

3月11日（日）：3名によるリレー競技、個人競技 

※すべてのクラスでEMIT社電子パンチングシステムを使用 

 

２．地図仕様 

縮尺／等高線間隔 1:10,000／5m 

走行可能度 4段階表記 

地図サイズ A4 

地図表記 ISOM2017準拠 

耐水性 透明ビニール袋封入済み 

コントロール位置説明 JSCD2008準拠 

 

３．コントロール位置説明 

コントロール位置説明表は地図に印刷されているほか、下記の通り事前配布を行います。コントロ

ール位置説明表の携帯には、ビニール袋、コントロールカードケース等の利用も可能です。 

・ミドル競技 

スタート地区 2分前枠で配布します。寸法は 180×60mm以下です。 

・リレー・個人競技 

事前配布は行いませんが、公式掲示板に全コントロールの位置説明を掲示します。ただし、各

コースのコントロール位置間のつながりは明示されておりません。 

 

４．テレイン概要 

テレインは、2004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

技部門の「不動の滝」で使われた範囲を中心とした地域である。標高約400-500mに位置し、比

較的なだらかな尾根と侵食された深い沢や急峻な斜面で構成されている。手入れされた針葉樹林

が広範囲を占めており、見通しや走行可能度は良好である。また、全域にわたって道や小道、小

径が発達しており、走行の障害となるような岩石地帯等も見られない。 

 

５．各クラスの概要 

 

・リレー競技の距離、登距離、優勝設定時間は、1人当たりのものです。 

・表の距離は、スタートから全てのコントロールを経由したフィニッシュまでの直線距離、登距離

は最速と予想されるルートでの値です。 

クラス 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間(分)

OAL1 3.6 140 25

OAL2 3.5 145 25

OAM 2.5 105 20

OAS 1.8 90 20

OB 1.7 65 20

ORL 3.4-3.5 165-185 25

ORS 2.8-2.9 125-130 25

OSL 3.5 180 25

OSS 2.8 125 25

3月10日
ミドル競技

3月11日
リレー

3月11日
個人競技
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６．競技上の注意 

・会場内芝生保護のため、金属ピン付きシューズの使用を禁止します。 

 

 ・会場内に歩測区間を設けます。 

 

・テレイン内には耕作地が存在するため、立ち入らないように十分ご注意ください。また、民家や

商業施設の側を通行することがあるため、接触事故に気を付けて走行してください。 

 

・浸食の激しい急な沢において、がけ崩れ等により通行が危険な状態になっている箇所があります。

地図を読んだ上で、安全に注意して通行してください。 

 

・出走の際は、必ず主管の配布するナンバーカードを、胸の見やすい位置に水平に付けてください。

スタート時にナンバーカードを付けていない方は出走できません。なお、ナンバーカードの固定

に必要な安全ピンは、お手数ですが各自でご準備ください。なお、安全ピンは若干数を受付で販

売もいたします。 

 

・ミドル、リレー共に、競技会場およびテレイン内に救護所が設置されます。テレイン内救護所で

は、選手自身で手当てをした場合は支障がなければ競技を続けることができますが、手当てに役

員の手を借りた場合には失格となります。 

テレイン内の救護所において、リレー競技でのみ給水を行います。ミドル競技ではテレイン内で

の給水は行いません。 

 

・調査依頼は大会受付に用意する所定の文書で行ってください。調査依頼の受付は、ミドル、リレ

ー共に大会本部で行います。調査依頼の締め切りは、フィニッシュ閉鎖の 1時間後とします。調

査依頼に対する回答は公式掲示板に掲示します。 

 

・調査依頼に対する回答に疑義がある場合は、提訴を行うことができます。大会受付に用意する所

定の文書で、裁定委員会に対して行ってください。提訴の受付は、ミドル、リレー共に大会本部

で行います。提訴の締め切りは、調査依頼の回答が通知されてから 15 分後とします。提訴に対

する裁定委員会の判断は最終的なものとなります。関係者に通知される他、大会報告書にて報告

されます。 

 

・競技時間は、ミドル競技 1時間 15分、リレー競技 4時間 30分、個人競技 1時間 30分です。

競技時間を超えた選手・チームは失格となります。競技時間を超過した場合には、競技中であっ

ても速やかにフィニッシュへ向かってください。 

 

・競技中、及び前後のテープ誘導の色は以下の通りです。  

競技中の全ての誘導

ミドルスタート地区への誘導

立入禁止区域の外郭

紫色 女子更衣室への誘導

赤白色

青色

青黄色
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 ミドル競技 

 

１．会場レイアウト 

・会場外はすべて競技エリアです。 

 

２．受付 

・配布物の入った封筒をお持ちください。封筒にはEカード（レンタルの場合のみ）、バックアッ

プラベル、ナンバーカード1枚が封入されています。安全ピンは各自でご用意ください。 

申し込み時に不備があった方は、封筒内に配布物の代わりにお知らせを封入します。受付にて

上記配布物と交換してください。 

・コンパスの貸出を行っています。保証金等は必要ありませんが、破損、紛失した場合などは実

費をいただきます。 

・個人所有のe-cardを忘れた方には、レンタルを行っていますので、受付にお申し出ください。

レンタル代は300円です。なお、e-cardを紛失、破損された場合は実費をいただきます。 

・初心者クラスを除き、当日申込み可能なクラスはありませんのでご了承ください。 

 

３．スタート 

・会場からスタートまでは青色テープ誘導で約2.0km、徒歩約40分です。 

・移動に際して、周辺住民や周辺施設へ迷惑をかけないように配慮してください。また、歩道の

ない道路を通行する場所があります。広がらずに移動してください。 

・ナンバーカードおよびe-cardのない選手は出走できません。 

・スタート閉鎖時刻は11:00です。スタート閉鎖時刻を過ぎた場合には出走できません。 

・スタート地区から競技会場への、主管による荷物輸送等は行いません。 

 

・スタートに遅刻した選手は遅刻枠に直行し、役員の指示に従ってスタートしてください。他の

選手の都合により、すぐにスタートできない場合があります。 

・計時はスタートリストに記載されている時刻から開始されます。 

・15分以上遅刻した場合、参考記録となります。 
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・スタートの流れは以下の通りです。 

 

４．競技時間 

・競技時間は1時間15分です。 

・競技時間を超えると失格となります。競技時間を超えそうな場合は、競技中でも速やかにフィ

ニッシュに向かってください。 

 

５．フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュへは赤白色テープ誘導に従って進んでください。 

・フィニッシュを示すユニットをパンチした瞬間を競技終了（パンチングフィニッシュ）としま

す。フィニッシュ後は追い越し禁止とします。 

・e-cardは役員の指示に従って提出してください。提出できない選手は失格とします。 

・一度スタートした選手は必ずフィニッシュを通過するか、何らかの方法でe-cardをフィニッシ

ュに提出してください。提出がない場合は未帰還者として捜索の対象となります。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は12:00です。 

 

・ミドル競技のみ参加の方は、フィニッシュでレンタルe-cardを回収します。翌日も出場される

方は回収しませんので、そのままお持ちください。 

・フィニッシュで地図を回収します。地図返却は翌日のリレー終了後に行います。ミドルのみご

参加の場合、郵送による返却をご希望の方は受付で申し出てください。同じ所属クラブからご

参加の方がいる場合などは、極力その方に持ち帰っていただくよう、ご協力お願いします。 

 

６．調査依頼 

・フィニッシュでは一切の調査依頼を受け付けません。 

・調査依頼を行う場合は、フィニッシュ後、速やかに調査依頼用紙に必要事項を記入し、大会本

部へ提出してください。調査依頼用紙は大会受付に用意します。 

・調査依頼受付の締切は、13:00です。 

 

７．表彰式 

・表彰式は14:15頃より行います。表彰対象者は放送で発表しますので、対象者は発表がありま

したら本部前に集まってください。 

・各クラスの男女上位3位までを表彰します。入賞者には賞品を贈呈します。 

 

８．リレー走順変更受付 

・11日のリレー競技（ORL・ORS）に出場される方で事前申込時の走順から変更がある場合、走

順変更届を受付にて記入してください。走順に変更がない場合は、変更届の提出は不要です。 

・10日に来場されない方は、11日の9:10まで受け付けますが、前日の提出にご協力ください。  
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 初心者クラス 

 

10日（土）に初心者クラスを開催します。 

 

１．受付 

・参加費は500円（人数によらず一律）です。個人またはグループでの参加ができます。 

・9:00～11:30の間に会場受付にお越しください。受付用紙に記入し、スタート時刻を決めてい

ただきます（最終スタートは13:00）。 

・コンパス（方位磁針）のレンタルを希望される方は、受付にて貸し出します。貸出は無料です

が、紛失や破損した場合には実費をいただくことがあります。 

・初めてオリエンテーリングをされる方を対象に、初心者説明を行います。ご希望の方に随時行

いますので、受付でお声かけください。 

 

２．スタート 

 ・受付で指定した時刻にスタートします。 

 ・運動ができる服装でスタート時刻の10分前までに受付にお越しください。地図とコントロール

カード（CC）をお渡しし、注意事項をご説明します。 

・役員の指示に従ってスタートしてください。 

 ・スタート閉鎖は13:00です。 

 

３．競技 

 ・競技で使用するエリアは会場の周辺です。 

・地図に表記された△（スタート）から順番通りにすべてのコントロールを回ってください。 

 ・各コントロールにはピンパンチが設置されています。CCの所定の欄にパンチで穴をあけてくだ

さい。誤った欄に穴をあけると失格になります。 

 ・すべてのコントロールを回ったら◎（フィニッシュ）に向かってください。 

 ・競技時間は1時間です。間に合わない場合は競技を中止してフィニッシュに向かってください。 

 ・途中で競技をやめる場合にも、必ずフィニッシュへお越しください。帰還が確認できない場合

は、捜索の対象となる可能性があります。 

 

３．フィニッシュ 

 ・フィニッシュに到着したら、役員にお声かけください。 

 ・フィニッシュでは時刻を確認し、CCをご提出いただきます。 

 ・フィニッシュ閉鎖は14:00です。必ず14:00までにフィニッシュにお越しください。 

 ・フィニッシュ後に参加賞をお渡しします。 
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 リレー競技 

 

１．会場レイアウト 

 

・会場への入口付近は、競技中多くの選手の通過が予想されます。競技時間中は、会場外への不

必要な出入りはお控えください。 

・来場の際、または帰宅される際などの通行は妨げませんが、競技の公平性の維持、また通行す

る方の安全性の観点から、通行を少しお待ちいただく場合があります。ご理解とご協力をお願

いします。また、通行の際は役員の指示に従ってください。 

 

２．受付、地図配布 

・競技で使用する地図は事前に配布します。リレー競技はチームごと、個人競技は参加者ごとに

封筒に入っていますので、各自該当のものをお持ちください（セルフサービスです）。地図は

テープで封をした状態で配布します。スタートするまで、テープを破る、地図の中を見る等の

行為をしてはいけません。 

・封筒には地図のほかに、バックアップラベル、ナンバーカードが封入されています。ナンバー

カードの下一桁は走順を表しています。なお、安全ピンは各自でご用意ください。（安全ピン

は受付で若干数を販売しています。） 

 

・11日のみ参加の方には、上記の配布物のほか、e-card（レンタルの場合のみ）も封入されてい

ます。10日から引き続きご参加の方は、前日使用したe-cardをそのまま使用してください。 

・申し込み時に不備があった方は、封筒内に配布物の代わりにお知らせを封入します。受付にて

上記配布物と交換してください。 

・当日申込可能なクラスはありませんのでご了承ください。 

 

・受付にてコンパスの貸し出しを行っています。保証金等は必要ありませんが、破損、紛失した

場合などは実費をいただきます。 

・個人所有のe-cardを忘れた方には、レンタルを行っていますので、受付にお申し出ください。

レンタル代は300円です。なお、e-cardを紛失、破損された場合は実費をいただきます。 
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・11日のリレー競技（ORL・ORS）に出場される方で事前申込時の走順から変更がある場合、走

順変更届を受付にて記入してください。走順に変更がない場合は、変更届の提出は不要です。 

 

３．デモンストレーション 

・9:00から会場で、リレー競技のデモンストレーション（競技説明）を行います。前走者が来る

方向、レーンの位置、チェンジオーバーの方法、次走者の進行方向等を確認できます。 

 

４．スタート 

・リレー競技1走、個人競技のスタート時刻は10:10です。10分前に第1走者はスタート地区に集

合してください。必ず事前に配布した地図を持参してください。 

・スタートに遅刻した場合は失格となります。 

・e-card、ナンバーカードおよび地図のない選手は出走できません。 

 

・スタート地区では役員の指示に従ってe-cardのアクティベートを行ってください。 

・スタートの合図はピストルで行います。 

・スタート後、赤白色テープ誘導に従って進み、スタートフラッグ（地図上の△）を通過してく

ださい。これに従わなかった場合は失格とします。 

 

５．競技時間 

・リレー競技の競技時間は4時間30分、個人競技の競技時間は1時間30分です。 

・競技時間を超えると失格となります。その場合は、競技中でも速やかにフィニッシュに向かっ

てください。 

 

６．チェンジオーバー 

・次走者待機枠入口にアクティベートユニットを設置します。各自、e-cardのアクティベートを

行ってください。e-cardの故障が疑われる場合は、役員に申し出てください。 

・e-card、ナンバーカードおよび地図のない選手は出走できません。 

 

・前走者接近情報の通知は行いません。競技会場から前走者の接近を目視で確認してからチェン

ジオーバーまで、1~2分程度の時間があります。 

・チェンジオーバーは、前走者と次走者の接触をもって行います。チェンジオーバーが正しく行

われなかったと役員が判断した場合、そのチームは失格とします。次走者が次走者待機枠にい

ない場合でも、チェンジオーバーを行うまで、フィニッシュを示すユニットにパンチしてはい

けません。 

 

・チェンジオーバー後の次走者は、赤白色テープ誘導に従い、スタートフラッグ（地図上の△）

を通過してください。これに従わなかった場合は失格とします。 

・チェンジオーバーするまで、地図のテープを破る、地図の中を見る等の行為を禁止します。 

・同一走者が同一チームの連続した走順に出走する場合は、フィニッシュのユニットにパンチし

て、e-cardの読み取りを行ってください。その後、渡河点を通って次走者枠まで移動し、次の

走順での競技を開始してください。この際、e-cardのアクティベートを忘れずに行ってくださ

い。また、待機枠の役員には、走順が連続しておりすぐにスタートする旨お声かけください。 

・失格したチームについても、その後のチェンジオーバーは妨げません。 

 

７．フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤白色テープ誘導に従って進んでください。 

・フィニッシュを示すユニットをパンチした瞬間を、競技終了（パンチングフィニッシュ）とし

ます。フィニッシュ後は追い越し禁止とします。 

・e-cardを役員の指示に従って提出してください。提出できない場合は失格とします。 
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・一度スタートした選手は必ずフィニッシュを通過するか、何らかの方法でe-cardをフィニッシ

ュに提出してください。提出がない場合は未帰還者として捜索の対象となります。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は、リレー競技が14:40、個人競技が11:40です。競技途中であって

も、この時刻までにフィニッシュを通過してください。 

 

・レンタルe-cardは計時終了後、回収させていただきます。 

・リスタート前にフィニッシュした場合は、地図回収を行います。フィニッシュ後、役員の指示

に従い地図を箱に入れてください。地図を提出できない場合は失格とします。なお、回収した

地図はリスタート後に返却します。 

 

８．リスタート 

・リスタート時刻は13:10です。ただし、当日の進行状況によって変更する場合があります。変

更の場合は競技会場にて放送を行います。 

・チェンジオーバーできなかったすべての選手は、リスタート時刻の10分前までに次走者待機枠

に集まってください。リスタート時刻に遅刻すると出走できません。 

・次走者待機枠入口のアクティベートユニットで、e-cardのアクティベートを行ってください。 

 

・リスタートを希望しない場合は、必ず次走者待機枠の役員に申し出てください。 

・次走者待機枠に集合した後でも、リスタート時刻まではチェンジオーバーが可能です。 

・リスタートしたチームは参考記録となります。 

 

９．地図返却 

・リレー競技、個人競技、及び前日のミドル競技で使用した地図はリスタート終了後に返却しま

す。返却場所は、放送により案内します。 

・地図返却開始前に帰宅される場合、後日郵送での返却も可能です。郵送による返却をご希望の

方は、受付で申し出てください。なお、同じ所属クラブからご参加の方がいる場合などは、極

力その方に持ち帰っていただくよう、ご協力お願いします。 

 

１０．地図販売・配布 

・リスタート後に地図販売を受付にて行います。コース図は1枚500円、全コントロール図は1枚

600円です。 

・日本学連賛助会員には全コントロール図及びミドル選手権コース図を配布します。希望者は大

会受付まで申し出てください。 

 

１１．調査依頼 

・フィニッシュでは一切の調査依頼を受け付けません。 

・調査依頼を行う場合は、フィニッシュ後、速やかに調査依頼用紙に必要事項を記入し、大会本

部へ提出してください。調査依頼用紙は大会受付に用意します。 

・調査依頼受付の締切は、個人競技12:40、リレー競技15:40です。 

 

１２．表彰式 

・表彰式は13:45頃より行います。表彰対象者は放送で発表しますので、対象者は発表がありま

したら本部前に集まってください。 

・リレー競技では、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。なお、同一の選手が2回以上出走した場合、2回

目以降は参考記録とさせていただきます（表彰対象には含めません）。 

・個人競技では、各クラス上位3名、女性の上位1位の方を表彰します。 

・大学OB・OG対抗戦の優勝校にも賞品を贈呈します。優勝校の代表者の方は表彰式前に本部前

までお越しください。  
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 大学 OB/OG対抗戦競技規則 

 

１．競技形式 

3月10日のミドル競技、3月11日のリレー・個人競技への参加者数と競技結果に応じたポイントを

加算し、合計ポイントで競います。 

 

２．参加者数ポイント 

各クラスの参加者数×1ポイント 

 

３．競技成績ポイント 

 

【ミドル・個人】 

・女子が総合3位以内であった場合、総合のポイントも付与します。 

例）OAMで女子が総合2位かつ女子1位の場合⇒6＋6＝12点 

・OB・OG大学対抗戦に該当しない選手（高校生など）が3位以内の場合、順位の繰り上げはせ

ず、「当該順位の該当選手なし」として扱います。 

 

【３人リレー】 

・3人のうち男子、女子が各1名以上いるリレーチームを「混合チーム」とします。 

・女子・混合チームが総合3位以内であった場合、総合のポイントも付与します。例）ORSで女子チ

ームが総合3位（女子1位）になった場合⇒3＋3＝6点 

・複数の大学出身の選手からなるチーム、一部にOB・OG大学対抗戦に該当しない選手を含むチー

ム（大学OB・OGと高校生の混合チームなど）が3位以内であった場合は、人数に応じてポイント

を分配します。 

例）東京大学1名、東北大学1名、名古屋大学1名からなるチームがORL総合1位の場合⇒東北大

学、東京大学、名古屋大学それぞれに（27点×1/3＝）9点ずつ加算します。 

・OB・OG大学対抗戦に該当しないチーム（高校生のみのチームなど）、同じ選手が2回以上出走す

るチームが3位以内であった場合、順位の繰り上げはせず、「当該順位の該当チームなし」として

扱います。 

 

４．表彰 

 11日の併設大会表彰式で、優勝校に賞品を贈呈します。放送で発表しますので、代表者の方は本

部前にお越しください。 

混合

1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位

OAL1 12 8 4 9 6 3 -

OAL2 12 8 4 9 6 3 -

OAM 9 6 3 6 4 2 -

OAS 6 4 2 3 2 1 -

OB 6 4 2 3 2 1 -

ORL 27 18 9 9 6 3 3

ORS 9 6 3 6 3 3 3

OSL 9 6 3 6 4 2 -

OSS 6 4 2 3 2 1 -

女子

3月10日
ミドル競技

クラス

3月11日
リレー

3月11日
個人競技

総合


