
2007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関西地区代表選手選考会プログラム 
 
 

■主催    関西学生 OL連盟 
 
■主管    2007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                 
    関西地区代表選手選考会実行委員会(関西学生 OL連盟諮問委員会他) 
 

大会実行委員長：津國 真敏（京都大学 OB、諮問委員） 
競技責任者：西村 徳真（京都大学、免除対象者） 

    コースプランナー：関谷 麻里絵（京都大学、免除対象者） 
       運営責任者：田島 佑輔（大阪大学OB） 
 
■日程    12月 23日(日) （雨天決行、荒天中止） 
 
■場所    三重県伊賀市青山町 
 
■実行委員長挨拶  
この度は 2007 年度関西学連オリエンテーリング連盟インカレミドルセレクションにご参加いた
だき誠にありがとうございます。 
今回のテレインである｢奥鹿野｣は関西地区では数少ない植生のいいテレインであり、また距離は

短いものの参加者に楽しんでいただけるコースおよび企画を用意いたしました。 
 
学生の皆さんには日頃の努力の成果を発揮しセレに臨んでいただくことを運営者一同、切に願っ

ております。 
ただ、このことは忘れないでください。 
セレ通過はあくまでも通過点です。 
参加者の皆さんには、インカレミドル A-final 出場への第一関門として、このレースに挑んでも
らえたらと思います。 
 
ミドルは距離が短いもののその中に課題がいっぱいつまっています。 
１つ１つの課題を着実にこなし、最後まで諦めずに走りきるのがセレ通過の近道ではないかと思

います。 
各自が課題と目標をもってレースに挑み、悔いのないよう頑張ってください。 
 



最後になりましたが、今大会の開催にあたり、ご理解とご協力をいただきました関係者の方々に

厚く御礼申し上げます。 
 
大会実行委員長 津國 真敏 
 
■会場  近鉄・西青山駅構内 
 

 会場は青空会場です。当日は寒くなることが予想されますので、防寒具等を各自で用意して

ください。  
 会場付近レイアウトについては当日公式掲示板に掲載いたします。  
 会場、会場周辺、及びテレイン内は禁煙です。  
 会場内への競技エリアの地図（「奥鹿野」）を持ち込むことを禁止します。（道路地図の持ち

込みは可）  
 貴重品は各自で保管してください。紛失・盗難等につきましては、主催者側は一切責任を負

いません。  
 トイレは会場近くにあります。  
 ごみは各自でお持ち帰りください。  
 会場付近には自動販売機などはございません。 

 
■交通  
○公共交通機関 

近鉄西青山駅改札を出てすぐ 

 

時刻表 

１．大阪方面より 

鶴橋から近鉄線を利用 

鶴橋発 ---- 名張発 ---- 伊賀神戸発 ---- 青山町発 ---- 西青山着 

8:13 特急 9:13 普通 9:23 

7:37 急行 9:16 普通 9:23 

8:36 特急 9:28 急行 9:46 

8:17 急行 9:46 

9:13 特急 10:05 普通 10:25 

8:37 区間快速急行 10:05 普通 10:25 

9:36 特急 10:28 急行 10:47 

9:17 急行 10:47 

 



２．京都方面より 

京都から近鉄線を利用 

京都発 ---- 大和八木発 ---- 伊賀神戸発 --- 青山町発 ---- 西青山着 

7:40 特急 8:39 特急 9:13 普通 9:23 

6:55 急行 8:10 急行 9:16 普通 9:23 

7:41 急行 8:52 急行 9:46 

8:45 特急 9:40 特急 名張 10:05 発 普通 10:25 

8:40 急行 9:52 急行 10:47 

 

○自家用車の場合 

西青山駅周辺に駐車場はありません。車で参加する場合は、青山町に駐車し、近鉄電車を利用し

てお越し下さい。 

 
競技情報  
■競技形式  
ポイントオリエンテーリング（ミドル・ディスタンス競技） 
競技には E-cardを使用します。 
 
■地図  
「奥鹿野」 2003年度インカレ実行委員会作成 
縮尺 1:10,000、等高線間隔 5m、通行可能度 4段階表示  
※コースは地図に印刷済。地図はビニール袋に封入済。 

 
■テレインプロフィール及びコースプロフィール  
 本テレインは三重県青山高原地区に位置する地域にある。地勢は、テレインを横断する深い沢

の縁を中心に切り立った急峻な斜面も多く見られるが、尾根上は比較的緩やかであり、複雑に分

岐した尾根・沢が特徴である。植生に関しては、見通しの良い針葉樹の林が大部分を占めており、

走行可能度は概して非常に良い。小道や小径はあまり見られない。 

 両コースとも、地形把握を基本とした基礎的な技術を要求するコースとなっている。テレイン

の性質上、アップは高めの設定であり、小径を利用する場面も少ないが、うまく回ることが出来

れば比較的爽やかにレースを終えることが出来るはずである。 
 
■コース  
MS/MO：距離 2510m、登距離 205m、優勝予想時間 25分 
WS/WO：距離 1450m、登距離 140m、優勝予想時間 25分  
※ コース距離、登距離については都合により変更することがあります。あらかじめご了承くだ



さい。 
 
■コントロール位置説明  
全クラス IOF記号を使用。  
 
■救護所・給水所  
救護所はゴールに設置されています。 
給水所は設置しません。  
 
■競技時間  
60分とします。これを超えた場合、競技の公平性の点から失格となります。  
 
当日の流れ  
■開場時刻  
9:30  
■受付時刻  
9:30～12:00  
あらかじめ各参加者のクラス、スタート時刻、氏名を明記した E カードを会場内の配布所におい
ておきますので、各自 E カードとディスクリプション（コントロール位置説明）をお受け取りく
ださい。   
■スタート   
11:00～  
＜スタートまで＞  
会場からスタートまでは青白テープおよび看板による誘導で約 1.5ｋｍ、徒歩 25 分です。当日、
公式掲示板に会場周辺のレイアウト図を掲載いたしますので、そちらにてご確認ください。  
Eカードのない方は出走できません。忘れずにお持ちください。  
＜スタート形式＞  
３分前：スタート地点の時計は実際の時刻を表示しています。自分のスタート時刻の３分前にな

りましたら、所定の枠にお入りください。  
２分前：ひとつ前の枠にお入りください。  
１分前：ひとつ前の枠にお入りください。ここで Eカードをはめてください。  
スタート：スタートチャイマーの合図と同時に、E カードをユニットからはずし、地図を取って
スタートしてください。スタートは、リフトアップスタートです。E-card をユニットから離した
瞬間から計時が開始されます。  

 スタートからスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。  
 スタートフラッグは地図上の△地点となっております。  



 スタート時刻に遅れてスタート枠に到着された方は、係員に申し出てください。正規にスタ

ートする方に影響を与えないような時刻にスタートしていただきますので、必ず係員の指示

に従ってください。なお、遅刻した場合、セレの正式記録では原則失格とします。ただし、

電車の遅延等やむを得ない事情がある場合は考慮します。  
 スタート閉鎖時刻は??時です。それ以降のスタートはできませんので、ご注意ください。  

 
■競技上の注意 

 競技情報の変更及び注意事項は当日公式掲示板に掲載いたします。必ずご確認ください。  
 怪我などで動けない人をテレイン内で発見されたら、救護を優先し運営者に連絡して下さ

い。 
  
■ゴール 

 最終コントロールからゴールまでは、赤白テープ誘導です。  
 ゴールはパンチングフィニッシュです。パンチした時点で競技終了となります。  
 パンチングフィニッシュ終了後、係員の指示があるまでは、先にゴールした選手を追い越さ

ないでください。  
 ゴールでは苦情、問い合わせ等は一切受け付けません。苦情、問い合わせ等がございました

ら、本部にお申し出ください。尚、回答は文書にて公式掲示板に掲示します。  
 ゴール後、競技の公平性のため地図を回収します。ご協力ください。すべての参加者のスタ

ートが終了し次第、受付にて返却いたします。  
 ゴールから会場までは看板および緑白テープ誘導です。 

 
■ゴール閉鎖 
14:00 

 14:00 にゴールを閉鎖し、撤収を開始いたします。競技が終了していなくても、この時間ま
でには必ずゴールを通過してください。これ以降の計時は行いません。  

 途中棄権される場合でも、ゴールは必ず通過してください。通過しなかった場合、未帰還者

として警察に通報され捜索されることがあります。  
 借りた Eカードは必ず返却して下さい。 
 万一未帰還者のある場合は、未帰還者の所属する団体の方に捜索していただくことがありま

す。  
 
■速報  
競技終了後、随時速報を会場に掲示します。なお遅刻者の成績の扱いについては、参考記録とし

て正規のスタート時間からの計時として処理させていただきます。  
■コース解説およびルート・プラン検討会 



 レース終了後に会場にて本選考会の競技責任者・コースプランナーによるコース解説およびル

ート・プラン検討会を開催いたします。奮ってご参加ください。ただし、当日は非常に冷え込む

ことが予想されます。各自防寒の用意を十分にしてきてください。 
 
■成績表販売  
 成績表は後日ホームページ上にて公開します。紙版成績表の発行は行いませんので、あらかじ

めご了承ください。  
 
■欠席者地図について  
欠席者の地図は当日のみ、受付にて14時以降にお渡しいたします。後日郵送等はいたしませんの
で、ご了承ください。  
 
■選考に関して  
通過人数（地区学連配分枠）：男子 23名、女子 9名 （但し、免除の 3名を含む）  
選考人数：男子 19名、女子 7名  
推薦人数：男子 2名、女子 1名 
本大会において、MSクラスの上位 19人、WSクラスの上位 7人が、2007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選手権クラスの出場権を獲得することが

できます。なお、表彰は行いません。  
 
■注意事項  

 E カードを紛失された場合 3000 円の賠償金をいただきます。尚、この場合は失格となりま
す。  

 大会期間中に参加者が自分自身、もしくは第三者に対して与えた損害、損失については主催

者・主管者共に、一切の責任を負いません。  
 損害保険には加入しますが、保障には限度があります。健康状態を考え、決して無理をなさ

らないで下さい。  
 私有地内には絶対に立ち入らないでください。  
 路上駐車はおやめください。  
 各大学の学生の方々は、ポスト撤収・会場後片付け等にご協力をお願いします。  

 
問合せ先  
若林孝行  wakataka328■gmail.com （■を@に変えてください） 


