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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スプリント競技部門、ロング・ディスタ

ンス競技部門 併設大会を、以下の通り開催します。 

日本学生オリエンテーリング連盟の加盟者は本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 スプリント、ロング・ディスタンス競技部門 要項 2 最新

版」をご覧ください。 

 

 開催日 

2019 年11 月9 日（土）～ 10 日（日） 
 

 11 月 9 日（土） ：スプリント競技部門、エキシビションレース 

 11 月 10 日（日） ：ロング・ディスタンス競技部門 

 

 開催地 

岐阜県中津川市 

 

 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 

スプリント、ロング・ディスタンス競技部門実行委員会 
 

  スプリント競技部門 ロング・ディスタンス競技部門 

 併設大会実行委員長 築地 孝和（神戸 13） 

 競技責任者 近藤 恭一郎（京都 14） 

 運営責任者 遠藤 匠真（大阪 15） 

 コース設定者 松澤 俊行（東北 91） 戸上 直哉（東京工業 12） 

 イベント・アドバイザー 前田 悠作（名古屋 10） 

   ※（出身大学・入学年度） 

  

主管者へのお問い合わせ先（スプリント、ロング・ディスタンス競技部門共通） 

e-mail : icsl2019info@googlegroups.com 

2019年度 日本学生オリエンテーリング選手権大会 

スプリント、ロング・ディスタンス競技部門 併設大会 

要項 

発行日：2019 年 8 月 24 日（土） 

発行者：2019 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 

スプリント ロング・ディスタンス競技部門実行委員会 

発行責任者：築地 孝和（併設大会実行委員長） 

編集責任者：平原 誉士（広報責任者） 
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 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 
地図図式 

 
11 月 9 日（土） 

スプリント競技部門 1:4,000 2 m 4 段階表示 JSSOM2007 準拠 

エキシビションレース 1:4,000 2 m 4 段階表示 JSSOM2007 準拠 

 
11 月 10（日） 

ロング・ディスタンス 

競技部門 
1:10,000 5 m 5 段階表示 ISOM2017 準拠 

 

 パンチングシステム 

エキシビションレースでは、SPORTident 社の電子パンチングシステム（SI）を使用します。参

加者全員が運営で貸し出す SI カードを使用します。 

スプリント、ロング・ディスタンス競技部門では、Emit 社の電子パンチングシステム（Electronic 

Punching and Timing system）を使用します。E カードは貸し出しを行いますが、個人所有の E

カードを使用することもできます。 

 

 テレイン概要 

  スプリント競技部門 

競技が行われる中津川公園は北向きに下る片斜面上に展開し、大型工業団地に隣接する大規

模運動公園である。土日には園内のスポーツ施設、広い遊具エリアともにスポーツ愛好者、団

体客、家族連れ等で賑わう。典型的なパークテレインといえるが、アップが多くなる。競技ス

タジアムの一つを全館貸し切りにしてコースの一部に使用する予定である。 

 

  ロング・ディスタンス競技部門 

今大会のテレインは第 44 回全日本オリエンテーリング大会で使用された「椛の湖」をリメ

イクしたものである。競技エリアは標高約 650m の高原にある人造湖「椛の湖」を中心とする

テレインで、次の 3 つの部分から構成される。 

➀:急斜面が少なく走行可能度も良好でスピードが出やすいエリア 

②:やや急峻で岩石地や礫地があちこちに存在するためスピードが落ちやすいエリア 

③:➀と②をつなぐ道走り中心のエリア 

 

 立入禁止区域・クローズテレイン 

本大会への参加を予定している者は、要項発行日から本大会終了までの期間、以下の区域への、

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（当該区域使用下での競技参

加時を除く）。各競技の立入禁止区域の詳細は次ページ以降に示す地図をご覧ください。なお、立

URL : http://orienteering.com/~icsl2019/index.html 

 

1 競技情報 

http://orienteering.com/~icsl2019/index.html
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入禁止区域周辺道路の利用は妨げません。 

 

  スプリント競技部門 

中津川公園 中津川市茄子川1683797 

 

  ロング・ディスタンス競技部門 

禁止区域の設定に伴い、以下のテレインをクローズします。 

 
 

  両競技部門共通 

立入禁止区域内の観光名所・施設の訪問に関する特例措置 

立入禁止区域内の観光名所・施設の訪問に関して競技の公平性確保のため、特例措置を 

設けます。立入禁止区域内に所在する、以下の観光地訪問はご遠慮ください。 

・はなの湖オートキャンプ場※ 

・中津川公園 

※本併設大会参加者に限り大会期間中の宿泊が可能です。詳細については6ページの宿泊の項目をご覧下さい。 
 

◆ スプリント競技部門 立入禁止区域  

 

 

 

 

 

◆ ロング・ディスタンス競技部門 立入禁止区域  

 

 

 

 

 

 

クローズテレイン 

「椛の湖」 2018 年 日本学生オリエンテーリング連盟 改訂 
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2 クラス情報 

 

 

 

 

日本学生オリエンテーリング連盟加盟員は併設大会およびエキシビションレースには出場できま

せん。 

 

 併設大会 

◆ 11月9日（土）スプリント併設 クラス情報  

クラス 難易度 優勝設定時間（予定） 

 AM 男子上級～中級程度 15 分 

 AW 女子上級～中級程度 15 分 

 

◆ 11月10（日）ロング併設 クラス情報  

クラス 難易度 優勝設定時間（予定） 

 AL 男子上級 50 分 

 AM 男子中級・女子上級 30 分 

 AS 女子中級 30 分 

 

  注意事項 

・申込者多数のクラスについては、参加者数に応じて複数のクラスに分割する可能性があります。  

・当日申し込みはありません。 

・スプリント競技部門において、ピン付きシューズでの出走を禁止します。 

・併設大会のトップスタートは両日ともに午前 9 時を予定しています。併設大会参加者に限りス

タート時刻を配慮いたします。遠方からお越しの方で遅めのスタートを希望される方は申し込み

時に申告して下さい。 

・欠席者の地図は当日に限り代理人に引き渡しを行います。後日郵送での対応はできかねますので

予めご了承下さい。 

 

 11月 9日（土）エキシビションレース 

◆ クラス情報  

併設大会参加者及び各校のチームオフィシャルによるポイントオリエンテーリング競技を行い

ます。優勝設定時間は 7-8 分、競技時間は 15 分です。競技時間を超えた出走者は失格とします。 

スタートはマススタート形式とします。コース距離及び登距離は後日発行のプログラムにて公

開します。 

 

  注意事項 

・当日申し込みはありません。 

・本レースの表彰は行いません。 

・欠席者の地図は当日に限り代理人に引き渡しを行います。後日郵送での対応はできかねますので

予めご了承下さい。 
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 申し込み方法 

参加申し込みは Japan-O-entrY にて受け付けます。以下の URL よりアクセスし、フォームに従って

申し込みと参加費の振り込みを行ってください。なお、申し込み締め切りは 9 月３０日（月）とします。 

 

 参加費 
 

項目 金額 

 スプリント競技部門 併設大会参加費 3,000 円 

 ロング・ディスタンス競技部門 併設大会参加費 4,000 円 

 エキシビションレース参加費 1,000 円 

 E カード貸し出し（１日当たり） 300 円 

・エキシビションレースの参加費には SI カード貸し出し料が含まれています。 

・レンタル SI カード及びレンタル E カードを破損、紛失された場合は E カード 1 枚につき 8500

円、SI カード 1 枚につき 9500 円、追加料金を頂きます。 

 

 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として受け付けませんが、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受け付けます。その際は 10 月 25 日(金)までに主管者にお問い合

わせください。それ以降の変更・追加貸出については、後日発行のプログラムでの記載内容に従

ってください。 

・欠席の場合、連絡は必要ありません。欠席時の参加費の返金は行いません。 

・申込内容については原則として締め切り後に一切の変更ができないため、十分注意してください。

特別の事情が生じた場合のみ、主管者にお問い合わせください。 

  

3 参加申し込み 

参加申し込み 

・スプリント併設、エキシビションレース 

https://japan-o-entry.com/event/view/347 

・ロング併設 

https://japan-o-entry.com/event/view/346 

https://japan-o-entry.com/event/view/347
https://japan-o-entry.com/event/view/346
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 宿泊 

本併設大会参加者は宿泊施設としてはなの湖オートキャンプ場をご利用いただけます※。 

実行委員会で宿泊施設の斡旋を行いませんので、各自で宿泊施設の予約をお願いします。 

※競技の公平性の観点から、宿泊施設利用中のテレイン内への不必要な立ち入り等はご遠慮ください。 

 

 交通情報 

アンケートの結果、本大会では大会専用バスを運行しないことといたしました。公共交通にてお

越しの参加者はタクシーをご利用ください。 

タクシーをご利用の場合は予約することを強く推奨します。 

参加者駐車場についての詳細は後日発行のプログラムにて公開します。 

 

  スプリント競技部門、エキシビションレース 

◆ 会場所在地  

中津川公園 岐阜県中津川市茄子川1683797 

◆ 交通機関  

自家用車（推奨）：中央自動車道「中津川 IC」より約 10 分(4 km) 

公共交通：JR 中央本線「美乃坂本駅」より徒歩約 50 分(3.2 km)、タクシー約 10 分 

 

  ロング・ディスタンス競技部門 

◆ 会場所在地  

はなの湖オートキャンプ場 岐阜県中津川市上野 

◆ 交通機関  

自家用車（推奨）：中央自動車道「中津川 IC」より約 30 分(20 km) 

公共交通：JR 中央本線「坂下駅」より徒歩約 1 時間 20 分(5.5 km)、タクシー約 10 分 

 

以上  

4 宿泊・アクセス 

はなの湖オートキャンプ場 

URL : http://www.hananoko-camp.jp 

http://www.hananoko-camp.jp/
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2019 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント、ロング・ディスタンス競技部門 

要項３（プログラム）の広告募集 

実行委員会では、要項 3（プログラム）に掲載する広告を募集します。募集内容は以下をご確認ください。 

母校の学生に向けたメッセージ、あなたのクラブの大会の広告を載せてみませんか？ 

多数のお申し込みをお待ちしております。  

 募集内容  

 
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 12,000 円 20,000 円 36,000 円 64,000 円 100,000 円 

非営利団体 6,000 円 10,000 円 18,000 円 32,000 円 50,000 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、広告関連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、申し込み時必要事項を明記し、原稿を e-mail 添付 

（JPEG、BMP、PNG、PDF 形式のいずれかの画像ファイル）にてご送付ください（PDF 形式は１ペー

ジ以上の大きさのみ受け付けます）。 

• 送付いただいた原稿の容量が大きい場合、容量縮小のご相談をさせていただくことがあります。  

 申し込み時必要事項  

①振り込み日 ②振り込み人名義 ③振り込み金額 ④広告サイズ（コマ数） 

⑤連絡先 e-mail アドレスと電話番号  

 原稿締め切り  

2019年 9月 30日（月）必着  

 振り込み先 

ゆうちょ銀行 店名 四〇八(ヨンゼロハチ)（店番 408）  普通預金 口座番号：0659654 

口座名義：サワダ ジュン 

※ 振込手数料は申し込み者の負担とします。  

 原稿送付先・広告関連問い合わせ先 

広告担当者：澤田 潤 

e-mail : icsl2019.ad@gmail.com 

原稿送付後、１週間以内に返信します。万一返信がない場合は、恐れ入りますが再度ご連絡を 

お願いします。 


