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 はじめに 

2019 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル・ディスタンス競技部門、リレー競技部門（以

下、2019 年度春インカレ）併設大会を、以下の通り開催します。 

※学連登録者は、本併設大会には出場できません。「2019 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミ

ドル・ディスタンス部門、リレー競技部門 要項 2」をご覧ください。 

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 

 ミドル ミドル・ディスタンス 
 

 開催日 

2020 年 3 月 14 日（土）～ 15 日（日） 

・3 月 14 日（土） ミドル・ディスタンス競技部門 

・3 月 15 日（日） リレー競技部門 
 

 開催地 

栃木県矢板市・塩谷郡塩谷町 

 主催 

日本学生オリエンテーリング連盟 
 

 主管 

2019 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 

 

  ミドル・ディスタンス競技部門 リレー競技部門 

併設大会実行委員長 猪俣 祐貴（東京大学 2013 年入学） 

競技責任者 宮川 早穂（立教大学 2012 年入学） 

運営責任者 原田 龍馬（東北大学 2012 年入学） 

コース設定者 橋本 知明（東京大学 2013 年入学） 小泉 知貴（慶應義塾大学 2013 年入学） 

イベント・アドバイザー 石澤 俊崇（早稲田大学 1993 年入学） 
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 後援予定 

矢板市、塩谷町、矢板市教育委員会、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 
 

 大会公式 web サイト 

  
 

 

 

 競技形式／地図仕様 
 

 競技形式/競技区分 

地図仕様 

縮尺 
等高線 

間隔 

走行 

可能度 
地図表記 

 3 月 14 日(土) ミドル競技 
1:10,000 5 m 4 段階表示 

ISOM2017-2 

準拠  3 月 15 日(日) リレー競技 

 
 

 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 カード）を使用します。 
 

 テレイン概要 

本大会のテレインは、2016 年度大会のロング・ディスタンス競技部門で使われた「前高原 2016」を

北側に拡大リメイクしたものです。高原山系の南東端にあたる標高 200-400m ほどの里山を中心とし、

複数の山塊とそれを分断する耕作地・民家によって構成されています。 

 山塊エリアは、複雑に入り組んだ尾根沢が特徴的であり、細かく侵食された地形も随所に見られます。

また、ほぼ全域に渡って小径が複雑に発達していることも大きな特徴です。植生としては、走行可能度

の高い針葉樹林が整備・維持されている一方で、藪や倒木によって走行可能度が低下するエリアも混在

しており、ナビゲーションの緩急が求められると言えるでしょう。 

  

1 競技情報 

主管の連絡先 （お問い合わせはこちらにお願いします） 

実行委員会問い合わせ用アドレス（併設大会実行委員長） 

e-mail: icmr2019heisetsu●googlegroups.com 

●は@です。大会直前期を除き、原則 E-mail でのみ対応いたします。 

URL: http://www.orienteering.com/~icmr2019/attached.html 

mailto:icmr2019_info@googlegroups.com
http://www.orienteering.com/~icmr2019/attached.html
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 立入禁止区域 

本大会への参加を予定している者および観戦を予定している者は、本大会終了までの期間、下に示す

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）。なお、立入禁止区域周辺道路の利用は可能です。 

※地理院地図（https://maps.gsi.go.jp/）を加工して作成 

立入禁止区域の設定に伴い、以下のテレインをクローズとします。クローズテレインの地図は、大会

公式 Web サイトにて公開します。なお、立入禁止区域にはクローズテレインの北側の山林も含まれま

す。 
 

 

 

 

クローズテレイン 

・栃木県矢板市・塩谷町「矢板塩田」 2016 年日本学生オリエンテーリング連盟作成 

・栃木県矢板市・塩谷町「前高原 2016」 2016 年日本学生オリエンテーリング連盟作成 

・栃木県矢板市「矢板長井」  2016 年日本学生オリエンテーリング連盟作成 

※立入禁止区域は、上記テレインの北側まで範囲を拡大しております。 

https://maps.gsi.go.jp/
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 競技クラスおよび参加費 
  

クラス 優勝設定時間 対象 参加費 

3/14（土） 

ミドル 

OAL 25-35 分 

上級者 3,000 円 OAM 25-35 分 

OAS 20-30 分 

OB 25-35 分 初級者～中級者 2,000 円 

N/G 25-35 分 初心者/グループ 500 円 

3/15（日） 

リレー 

ORL 20-30 分/人 上級者 
9,000 円/チーム 

ORS 20-30 分/人 中級者 

OSL 20-30 分 上級者 
3,000 円 

OSS 20-30 分 中級者 
      

 

参加費の割引および追加料金 

割引 
日本学連賛助会員 1 人当たり（N/G クラス除く） −500 円 

18 歳以下 1 人当たり（N/G クラス除く） −1,000 円 

追加料金 E-card レンタル 1 日当たり +300 円/枚 
    

※複数の割引要件に該当する場合は、割引額が最大になる項目のみ適用します。 

 

・ 年齢、性別などによる参加制限はありません。 

・ 申込多数のクラスは、複数クラスに分割します。 

・ 当日申し込みは N/G クラスのみ受け付けます。その他のクラスは事前申し込みのみです。 

・ OSL/OSS は一斉スタート方式の個人競技です。 

・ 個人競技は男女ともに各クラス上位 3 名を表彰します。 

・ リレー競技は各クラス上位 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 位を表彰します。 

・ レンタル E カードを紛失、破損された場合は 1 枚につき 8,500 円の追加料金をいただきます。 

 

  

クラブ対抗！OB・OG 対抗戦 

 

・毎年恒例、クラブ対抗戦！大学の壁を超えたチームで参加できます。 

現役の頃、一緒に活動した仲間を誘って盛り上がろう！ 

・入賞点だけでなく、出場点も加算！OB・OG の参加が多いクラブが有利に！ 

・エントリー時には出身大学クラブ名をご記入ください（東大 OLK、京大京女など）。 

・オフィシャルレースの成績も加算！現役生を支えてきたオフィシャルに、ありったけの

声援を送ろう！（今年度は、大学オフィシャルのみオフィシャルレースへの参加を認め

ます。） 

なお、記載事項は現段階での予定であり、変更する可能性があります。 
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「Japan-O-entrY による申し込み」「会場申し込み」のいずれかでお申込みください。 

リレー競技に参加する方は、代表者が 3 人分を取りまとめてお申し込みください。 

当日申し込みは、前述の通り N/G クラスのみ受け付けます。 

 

 Japan-O-entrY による申し込み 

以下のサイトから、申し込み手順に従って手続きしてください。 

申し込み、入金の締切は、2020 年 2 月 16 日（日）です。 

 

 会場申し込み 

下記の大会会場にて会場申し込みを受け付ける予定です。当日会場にいる担当者にお声掛けください。 

 

・１月５日（日）  千葉大学大会 

・１月 19 日（日）  早大 OC 大会 

・２月 2 日（日）  ジュニアチャンピオン大会 

・２月 15 日（土）  茨城大学大会 

・２月 16 日（日）  クラブ対抗リレー 

 

 申し込み内容の変更 

  ・E カード番号の変更、追加貸し出しは原則受け付けませんが、申請していた E カードの破損等やむ

を得ない場合に限り、事前に主管者にお問い合わせください。 

  ・欠席の場合、連絡は必要ありません。なお、欠席時の参加費の返金は行いません。 

  ・その他の項目については原則一切の変更ができないため、十分注意してください。特別な事情が生

じた場合のみ、主管者にお問い合わせください。  

2 エントリー 

Japan-O-entrY オリエンテーリング専用申込システム  

URL：https://japan-o-entry.com/ 

https://japan-o-entry.com/


2019 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 併設大会要項 p. 6 

 

 

 

 宿泊 

  宿の斡旋は行いません。各自での手配をお願いします。 

 

 駐車場情報 

  大会参加者用の駐車場を用意します。会場までは大会専用バスでの輸送を実施する予定です。利用

希望の方は、申し込み時に駐車希望台数をご記入ください。大会参加者用駐車場まで、東北自動車道

矢板 IC から車で約 10-20 分です。 

 

 大会専用バス 

  JR 矢板駅から会場周辺まで、大会専用バスを運行予定です。運行時刻や利用料金等の詳細は、後日

併設大会公式サイトにて公表する予定です。 

 

 公共交通機関 

  JR 矢板駅から会場までは徒歩 1 時間以上かかるため、大会専用バスの利用を強く推奨します。 

 

 トップスタート時刻 

  ミドル競技・リレー競技ともに、競技開始（トップスタート）時刻は 10 時前後を予定しておりま

す。申し込み時の参考にして下さい。 

 

（要項おわり） 

  

3 宿泊・交通アクセス等 
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2019 年度春インカレ要項 3 に掲載する広告を募集します。募集内容については以下をご確認ください。

母校の学生に向けた応援メッセージ、地域クラブの広告、クラブで主催する大会の広告などなど、多数の

お申し込みをお待ちしております。 

 

  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 14,000 円 22,000 円 38,000 円 66,000 円 110,000 円 

非営利団体 7,000 円 11,000 円 19,000 円 33,000 円 55,000 円 

 

・1 ページのサイズは A4 です。 

・Web 版はカラー、冊子版は白黒で掲載の予定です。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。 

・本インカレでは、ミドル・リレーの両日で GPS を用いた演出を予定しております。演出費用捻出のた

め、前年よりも広告費用を値上げさせていただきます。何卒ご了承ください。 

 

◆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 

 2019 年 12 月 31 日（火）必着 

 

◆振り込み先 （入金〆切 １月 20 日） 

 

 

 

 

 

◆原稿送付先・広告関連問い合わせ先 

 

 

 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。 

大久保 宗典（本大会広報責任者）e-mail : icmr2019.ad●gmail.com ※●は@です。 

 

  

新生銀行 本店 支店番号：400 

普通預金 口座番号：6404810 

名義：アライリコ 

 

mailto:icmr2019.ad@gmail.com

