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2021 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 

東海地区・関西地区・北信越地区代表選考会 プログラム 

 

開催日 2021 年 12 月 26 日（日）雨天決行・荒天中止 

開催地 三重県いなべ市 

会場  いなべ市立治田小学校 

主催  東海学生オリエンテーリング連盟 

後援  三重県オリエンテーリング協会 

主管  2021 年度東海学生オリエンテーリング連盟 ミドルセレクション実行委員会 

 

実行委員長 伊部琴美（名古屋大学 2017 年度入学） 

運営責任者 谷平光一（名古屋大学 2017 年度入学） 

競技責任者・コース設定者 棚橋一樹（名古屋大学 2017 年度入学） 

渉外責任者 飯田晟樹（名古屋大学 2017 年度入学） 
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1.COVID-19（新型コロナウイルス関連） 

密集密接・大声など感染症予防上好ましくないと一般的に考えられる行動については

厳に慎んでください。また、競技中以外のマスク着用の徹底にご協力ください。 

■ガイドラインについて 

本大会は、日本オリエンテーリング協会が策定した「オリエンテーリング大会、練習開催時

における新型コロナウイルス感染防止のためのガイドライン」に沿った対応を行います。参

加者の皆様もご協力お願いします。 

■参加自粛 

以下のいずれかに該当する場合は、参加を自粛してください。 

・体調がよくない（発熱・咳・咽頭痛などの症状がある） 

・同居家族や身近な友人に感染が疑われる方がいる 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への

渡航または当該地域在住者との濃厚接触がある 

■COCOA 

参加を希望される方は、必ず厚生労働省の提供するスマートフォン向け接触確認アプリ

「COCOA」をインストールし、大会当日まで日常的に利用してください。 

■当日問診票 

大会当日、問診票フォームへの回答をお願いします。 

また、回答いただいた内容は、申込時の記入情報と合わせて大会終了後 1 か月間保存しま

すので、ご了承ください。 

■大会後に発症した場合 

大会後 2 週間以内にご自身あるいは大会に参加していた知人が発症した場合には 

tokaims2021●gmail.com （●を@に変換してください） 

までご連絡ください。特にその方との濃厚接触者がいたかどうかについても情報提供して

いただけますようにお願いします。 

http://www.orienteering.or.jp/events/covid-19_guideline/
http://www.orienteering.or.jp/events/covid-19_guideline/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://forms.gle/veJjUG19YkN4GY729
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2.交通情報 

■会場アクセス 

【自家用車でお越しの場合】 

<東京・名古屋方面から>  東海環状自動車道「大安 IC」出口から約 10 分 

<大阪・京都方面から>  名神高速「八日市 IC」出口から国道 421 号線で約 40 分 

 

 

・参加者は 8:30～11:30 は第 1 駐車場に優先してお越しください。 

11:30～12:30 は第 3 駐車場に優先してお越しください。 

・第 1 駐車場が満車の際は誘導員の指示に従って他の駐車場に移動してください。  

・駐車場誘導員は業務の都合上、12:30 まで駐車場にて待機しています。この時間までにご

来場ください。 

・会場へは上記地図の黒矢印に沿ってお越しください。 

 

【公共交通機関でお越しの場合】 

三岐鉄道三岐線 伊勢治田駅より徒歩 5 分 

 

 

会場 

駐車場から会場へのルート 
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3.会場について 

会場は青空会場「いなべ市立治田小学校グラウンド」です。各自十分な防寒を行って下さい。 

受付は「いなべ市立治田小学校体育館」です。 

 

・基本的にはグラウンドもしくは車の中での待機となります。 

・体育館内は飲食禁止となっています。  

・男子更衣室はご用意しておりません。  

・体育館内に泥などを持ち込まないようにしてください。  

・貴重品の管理はご自身でお願いします。  

・荷物の紛失や盗難について運営者は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 

■競技前 

・開場・受付開始  

開場及び受付開始時刻は 9:00 です。配布物がありますので、各自配布物置場に取りに来

てください。 

・配布物  

バックアップラベル レンタル E-card（希望者） 

※紛失、破損された場合には 7000 円をお支払いいただきます。ご了承ください。  

※本大会ではコンパスの貸し出しは行いません。各自でご用意をお願いします。  
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・当日申し込み  

本大会では、運営の都合上当日申し込みの受付が「不可」となりました。 

ご了承ください。 

・公式掲示板  

本プログラムの変更点、及び競技に関する情報を掲示いたします。 

当日 9:00 に WEB 上に掲載します。リンクはこちら。 

印刷されたものを会場にも掲示しますが、人の密集を避けるため、できる限りオンライン

での確認をお願いします。 

 

■競技後 

・速報はセレクションクラス最終スタート時刻（13:24）から行います。 

会場での成績速報の紙掲示は行いません。 

Lap Center（https://mulka2.com/lapcenter/index.jsp）にてオンラインの成績速報を 

行います。 

・地図販売  

14:00 より本大会で使用した地図を配布いたします。（事前申し込みのみ） 

申し込みされた方は受付までお越しください。  

・会場閉鎖  

会場は 16:30 に閉鎖します。それまでに必ず退出してください。 

ゴミは各自でお持ち帰りください。 

・再入山 

今大会は、時間の都合上再入山の時間を設けておりません。 

ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1g9CGnmXoiX4e1elmgFNgupryswLgVfIF?usp=sharing
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4.競技について 

i 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 

■計時方法 

EMIT 社製電子パンチングシステム（E-card）を使用 

■クラス略称 

本大会では各クラスにおいて以下の略称を用います。 

  東海学連男子ミドルセレクションクラス：東海 MS 

  東海学連女子ミドルセレクションクラス：東海 WS 

 関西学連男子ミドルセレクションクラス：関西 MS 

 関西学連女子ミドルセレクションクラス：関西 WS 

北信越学連男子ミドルセレクションクラス：北信越 MS 

  北信越学連女子ミドルセレクションクラス：北信越 WS 

 一般クラスは MO、WO とします。 

■地図情報 

使用地図 「伊勢治田~Party on the hill~」 

縮尺 1:10000 

等高線間隔 5m 

走行可能度 4 段階表示 

ISOM2017 準拠 

コントロール位置説明 ISCD2018 準拠、サイズは 6cm×14cm 以下 

A4 耐水加工済 
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■特殊記号 

   炭焼き窯跡 

  人工特徴物（祠、ベンチ等） 

  椎茸栽培地 

■テレインプロフィール 

テレイン東側は標高差 50m の丘陵地で、テレビ塔のあるオープンエリアや芝生広場の寺

山公園、手入れの行き届いた植林地が広がっています。中央部は一部やや急な傾斜面があ

るものの概ね超緩斜面地帯となっており通行可能度の高いエリアが広がっています。また、

北部は一部緩やかな部分が存在しますが、概して急峻になっています。丘陵地、緩斜面、

険しい山塊など 1 つのテレイン内で多くの地形的要素を含んでいることがこのテレインの

大きな特徴です。 

(2018 年度関西・中九四学連ミドルセレクション要項 2 より引用) 

■コースプロフィール 

エリアごとにナビゲーション技術の切り替えが求められる。難易度は抑えてあり、アップ

も少ないため、スピードと、レースの最後まで集中して走りきる体力が求められるだろう。 

■クラス及びコース説明 

クラス 距離 登距離 優勝設定 競技時間 

東海 MS /MO-1 4.6km 135m 35 分 90 分 

関西 MS /北信越 MS/MO-2 4.6km 135m 35 分 90 分 

東海 WS/関西 MS/北信越 WS/WO 3.3km 115m 35 分  90 分 

■ゼッケン 

・セレクションクラス参加者は、ゼッケンを上着の胸部に付けてください。ゼッケンがない

場合は出走できないのでご注意ください。  

・ゼッケン及び安全ピンは各自でご準備ください。運営での用意は行いません。 

・ゼッケンは右図のように、スタートリストの「ゼッケンナンバー」欄に   

記載されている 3 桁の数字を見やすい大きさで記入してください。 

 

１０１ 
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ii 競技の流れ 

■スタート 

 ・会場からスタート地区までは青テープ誘導、徒歩 40 分です。 

 ・ウォーミングアップはグラウンド内で行ってください。 

・スタート地区まではマスクの着用をお願いします。 

・スタート地区には飲料水を用意いたしますが、数には限りがございます。  

・スタート枠に入る前に E-card のアクティベートを行ってください。動作不良が確認され

た場合はスタート役員に申し出てください。  

・スタート地区から会場へ防寒着の輸送を行います。ただし、1 人 1 着に限ります。お預

かりした防寒具は会場で返却します。 

【スタートの流れ】 

 

 

レーン 1       レーン 2      レーン 3 

  東海 MS       関西 MS      東海 WS 

   MO-1       北信越 MS      関西 WS 

             MO-2       北信越 WS 

                        WO 

3 分前：所定のレーンの 3 分前枠にお入りください。役員の指示に従い E-card 番号の確

認を受けてください。 

2 分前：コントロール位置説明表がございます。必要であれば各自該当クラスの説明表を

お取りください。 

1 分前：スタートについては役員の指示に従ってください。スタート後は赤白テープ誘導

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。 

    

   

   

1 分前枠 

2 分前枠・コントロール位置説明表 

3 分前枠 

遅刻枠 
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・E-card のない選手は出走できません。  

・スタート時刻に遅刻した競技者は遅刻枠からの出走となりますので、役員の指示に従って

ください。ただし、14:00 以降の出走は認められません。  

・遅刻者の競技時間はスタートリスト記載のスタート時刻から算出されます。ただし、本人

に責任がない場合はこの限りではありません。 

■競技中 

・競技中の誘導は全て赤白テープとなっています。 

・競技時間を遵守してください。競技時間を超えた場合は失格となります。 

・E-card およびユニットが作動しなかった場合は、バックアップラベルによりコントロー

ル通過を確認させていただきます。 

・競技中に怪我人・病人を見つけた場合は、ただちに競技を中断し、救助にご協力ください。 

■フィニッシュ 

・全クラスパンチングフィニッシュです。 

・フィニッシュから会場までは緑色テープ誘導です。 

・フィニッシュ後にマスクを配布するのでご着用ください。 

・フィニッシュした方は役員による帰還者チェックを受けた後、体育館内の計算センターを

通過してください。 

・セレクションクラス最終スタート時刻までは、競技に使用した地図を一度回収いたしま

す。フィニッシュ後に地図の裏面にクラスと氏名を記入し、役員に渡してください。地図

は最終スタート時刻を過ぎた後に順次返却いたします。セレクションクラス最終スター

ト時刻までの間、競技を終了した選手がスタート前の選手にコース情報について伝える

ことを禁止します。また、競技を終了した選手同士がコース情報についての会話を行うこ

とを禁止します。上記の禁止事項を守れない選手は失格といたします。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は 15:30 です。この時間を超えても帰還が確認されない場合は遭

難とみなし、直ちに警察・消防に連絡をいたします。 

■調査依頼・提訴 

・調査依頼 

セレクションクラスのみ競技・結果に対して疑義のある場合は、調査依頼を受け付けます。

本部にある所定の用紙に必要事項を記入して、受付に提出してください。なお、調査依頼
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は 15:30 を提出期限といたします。提出された調査依頼に対し競技責任者が回答し、回答

は公式掲示板に掲示します。 

・提訴 

調査依頼に対する不服がある場合、提訴をすることができます。調査依頼への回答が公式

掲示板に掲示された時刻から 15 分以内に、文章にて本部に提出してください。運営者の

方から裁定委員に提出いたします。提訴に対しては裁定委員が裁定を行います。裁定結果

は公式掲示板に掲示します。 

・裁定委員 

本大会の裁定委員は当日公式掲示板にて公表いたします。 

 

5.その他・注意事項 

・本大会に参加を予定している方の、大会終了まで競技エリア O-map「伊勢治田~Party on 

the hill~」範囲へのオリエンテーリングを目的とする立ち入りを禁止します。 

・お振込み後の参加費はいかなる場合もお返しできません。ご了承ください。 

・公序良俗に反する服装での出走を禁止します。運営者が不適切と判断した場合、出走させ

ない場合があります。 

・GPS による位置情報ログの取得が可能な時計等の通信機器について、競技を補助する目

的での使用を禁止します。 

・テレイン内には民家、畑等が存在します。スポーツマンシップに則り、マナーを徹底して

行動してください。 

・大会開催期間に参加者が自分自身や第三者に与えた損害、損失については主催者・主管者

は一切の責任を負いません。 

・天候などの理由により参加者の安全を確保できないと判断した場合、大会を中止いたしま

す。その場合、当日 6:00 までに大会実行委員長が各大学の渉外に連絡いたします。 

また、東海学連の HP にもその旨を掲載いたします。 

・競技に関わる事項を予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。 

・傷害保険には加入しますが、補償額には限度があります。 
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・お問い合わせ先 

実行委員長 伊部琴美 tokaims2021●gmail.com（●→@） 

 

・プログラムの更新等大会に関する情報は以下の HP で公開します。 

 東海学生オリエンテーリング連盟 HP  

（http://www.orienteering.com/~uofj/tokai/） 

 

6.本大会実行役員一覧 

実行委員長 伊部琴美  

 

 

当日役員 

運営協力 

森田涼介 

運営責任者 谷平光一 井上祐人 

競技責任者 

コース設定者 
棚橋一樹 

村上淳哉 

相馬健太 

渉外責任者 飯田晟樹 天野克則 

総務 谷平光一 刈谷まりい 

会計 石川創也 安藤瑠乃 

広報 中野真優 和波明日香 

スタート班チーフ 中野真優  

フィニッシュ班チーフ 住吉将英 

計セン班チーフ 南吏玖 

会場班チーフ 谷平光一 

駐車場班チーフ 棟方隆司 

 

発行：2021 年度東海学生オリエンテーリング連盟ミドルセレクション実行委員会 

http://www.orienteering.com/~uofj/tokai/

