
2014 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 

関東地区 / 北海道・東北地区代表選手選考会プログラム 

 

                          発行日：2014年 12月 13日（土） 

発行責任者：石野 夏幹 

 

【開催日】 2014 年 12 月 21 日（日）(雨天決行・荒天中止) 

【開催地】 栃木県日光市 

【会場】   丸山公園 遊戯広場周辺（青空会場） 
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北海道・東北学生オリエンテーリング連盟（以下、北東学連とする） 

【主管】   2014 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（以下、インカレミドルとする）関東地区代表選手 

選考会実行委員会および北海道・東北地区代表選手選考会実行委員会 

 

【実行委員長】         石野 夏幹（東京大学 2010 年度入学） 

【競技責任者兼コースプランナー】菅野 敬雅（東北大学 2010 年度入学） 

【イベントアドバイザー】    田村 直登（東北大学 2009 年度入学） 
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※要項からの重要な変更点は赤字(太字)にて表示してあります。 

 

1,交通案内 

【会場へのアクセス】 

(電車でお越しの場合) 

東武鬼怒川線 大谷向駅より徒歩約 35 分(約 2.2Km) 

 ※駅から会場のテープ誘導はございません。下の地図を見てお越しください。 

 

 

 

(車でお越しの場合) 

日光宇都宮道路 今市インターより約 3.5Km 

 

【駐車場】 

丸山公園駐車場  

※駐車場の利用に関する申込みの必要はございません。 

 

2,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 

 

【通過証明】 

EMIT 社製電子パンチングシステム（E-card）を使用。 

 



【使用地図】 

｢不動の滝(南)｣（2005 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成、2014 年修正） 

縮尺 1：10000 等高線間隔 5m 走行可能度 4 段階表示 

JSOM2007 準拠、A4 サイズ、プリンタ出力、透明ビニール袋封入済み 

 

【テレインの概要】 

本テレインは 2004 年度のインカレミドル・リレーで使用されたテレインであり、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。植生は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 度は非常

に良好である。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

ような岩石地等も見られない。（2012 年度 日本学生オリエンテーリング選手権大会 ロ

ングディスタンス競技部門 関東地区代表選手選考会プログラムより抜粋） 

 

【コースプロフィール】 

基本的なナビゲーション技術が試される一方で、登坂力とスピードが強く要求されるコー

スとなっている。テレイン内は視界・足場ともに概ね良好だが、植生がやや発達している

箇所も散見され、対応が求められる。 

 

【クラス情報】  

クラス 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間(分) 

選考 

クラス 

関東Ms1 3.6 290 35 

関東Ms2 3.7 275 35 

関東 Ws 2.7 155 35 

北東 Ms 3.8 280 35 

北東 Ws 2.8 165 35 

一般ク

ラス 

MA 2.3 120 30 

WA 2.3 110 30 

MF 2.4 120 30 

WF 2.3 100 30 

MsC 3.6  290  35 

WsC 2.7  155  35 

MAC 2.3 120 30 

WAC 2.3 110 30 



※関東 Msは、参加者の人数が多かったため、2 クラスに分割しました。 

 

なおクラス分けは、インカレミドル関東地区代表選手選考会実施基準第 8 条の 1、2014 年度日本学生オ

リエンテーリング選手権ロング・ディスタンス競技部門（インカレロング）の入賞者・参加クラスを参考

に、以下の方法で行っております。 

① インカレロング選手権クラスの入賞者を、各クラス均等に配分 

② ①以外のインカレロング選手権クラス出場者を、各クラス均等に配分 

③ 同大学内の選手（①、②に該当する選手も含む）を、各クラス均等に配分 

④ 各クラスの同一スタート時刻の選手を、抽選で各レーンに配分 

この結果、クラスごとに「インカレロング入賞者」「インカレロング選手権クラス出場者」の偏りがなくな

り、同一大学所属の参加者は各クラス半々に割り振られました。また、レーンとクラスは別物であり、同

じレーンからの出走でも違うクラスである可能性があります。 

 

3,代表選手選考 

日本学生オリエンテーリング連盟技術委員会の発表と、日本学生オリエンテーリング選手

権ミドル・ディスタンス競技関東地区代表選手選考会実施基準（関東地区実施基準とする）

に基づき、以下の方法で 2014 年度インカレミドル関東地区/北海道・東北地区代表選手を

選考します。  

 

【免除】  

以下の者は、2014 年度において、日本学生オリエンテーリング選手権実施規則第４条第 1

項の参加規定を満たす場合、地区学連枠とは別に出場資格を得るため（インカレミドル競

技者数及びその配分に関する規則２．３）セレクション免除者とします。 

（参照：日本学生オリエンテーリング連盟技術委員会発表文書｢2014 年度インカレ ミド

ル･ディスタンス競技者配分について｣） 

男子 

        

尾崎 弘和(早稲田 4) 女子 松田 沙也加 (岩手 3) 

杉村 俊輔(東北 4) 宮川 早穂(立教 3) 

深田 恒(東京 3) 

宮西 優太郎(東北 3) 

 

【本選考会における選考】  

上記免除者を除き、選考クラスより、下記を選考します。 ただし、選考対象となるのは初

めて日本学連に登録した年度から数えて４年以内の者に限ります. 



※まず男子選手権Aで、関東Ms1,関東Ms2 

クラスの上位 9 名ずつを選考します。その後、   

男子選手権 B で、それぞれ次の 9 名ずつを 

選考します。 

 

  

【推薦】 

推薦は、各学連の規約及び決定に従い下記の通りとします。各学連の決定に変更がある場

合はそちらに従って下さい。 

＜関東学連＞ 

関東地区実施基準第 7 条、第 9 条に従い、推薦により、 

 ※男子選手権 A,B 共に、関東 Ms1,  

 関東Ms2から1名ずつ選考します。 

   

を代表選手とします。ただし、推薦による代表者数が上記定数に満たなかった場合、本大

会の選考クラスにおける競技結果の上位者から順に繰り上がるものとします。 

＜北東学連＞ 

推薦は実施しません。 

 

4,当日の流れ 

【タイムスケジュール】 

9:00 開場・受付開始 

10:50 トップスタート 

12:00 当日参加受付締切 

14:00 スタート閉鎖 

14:30 地図販売開始 

15:15 フィニッシュ閉鎖 

15:45 調査依頼・捜索依頼提出締切 

16:15 閉場 

 

★会場・受付 

【会場レイアウト】 

大会当日、公式掲示板に掲示いたします。 

  出場枠 関東 北東 

男子選手権 A ※18 名 9 名 

男子選手権 B ※18 名 15 名 

女子選手権 A 4 名 4 名 

女子選手権 B 11 名 6 名 

男子選手権 A                        ※2 名 女子選手権 A 1 名 

男子選手権 B ※2 名 女子選手権 B 1 名 



【公式掲示板】 

会場内に設置いたします。重要な情報を掲載いたしますので、必ずご確認ください。 

 

【トイレ】 

公園内のトイレが使用できます。 

 

【女子更衣室】 

管理事務所の２階に設置いたします。位置は当日公式掲示板でご確認ください。また室内

が狭くなっておりますので、更衣のみとして譲り合ってご利用ください。 

※雨天時には、一定時間帯のみ荷物置場として開放する可能性があります。その場合、当

日の公式掲示板にて詳細を周知します。 

 

【ウォーミングアップエリア】 

特別に設定いたしません。公園内や、会場からスタート地区までの誘導をご利用ください。 

 

【誓約書】 

各大学の代表者は、出走者全員分の誓約書を提出してください。誓約書は関東学連・北東

学連の HP に掲載してありますので、記入の上受付に持参してください。誓約書と引き換え

に、レンタル E-card、バックアップラベルを配布します。 

 

【コンパス貸出し】 

コンパスの貸出しを行います。保証金として¥2,000 をお預かりしますが、コンパス返却時

に返金します。スタート地区での貸出しは行いません。 

 

【当日参加申込み】 

MsC、WsC、MAC、WAC クラスのみ、12:00 まで当日参加申込みを承ります。参加費は

¥2,500 です。(My E-card は使用できません)。なお、当日参加可能な人数には限りがござ

います。スタート時刻は、申込み時にこちらから指定いたしますが、13:09 以降となりま

すので、あらかじめご了承ください。また、MsC クラスの当日参加者につきましては、運

営の都合上競技時間が 90 分よりも少なくなってしまいます。この点もご了承ください。 

 

 

 



★スタート（10:50～14:00）  

【会場からスタート地区まで】 

赤テープ誘導徒歩約 25 分です。 

 

【スタート給水】 

スタート地区に給水を設置します。ただし分量に限りがございますので、オフィシャルの

いる大学は、基本的にはオフィシャルによる給水をお願いします。 

 

【スタート方式】 

         

3 分前 

アクティベートユニットに E-card をセットし、ユニットのランプが点滅することを確認し

た上で、枠に入ってください。もし点滅しない場合は役員にお知らせください。 

2 分前 

１つ前の枠へ進んでください。 

1 分前 

さらに１つ前の枠へ進み、役員の指示に従ってください。 

10 秒前 

E-card をスタートユニットにセットしてください。 

スタート 

チャイマーの合図と同時に E-card をユニットから離し、 

地図を取ってスタートしてください。 

スタート後 

スタート地区からスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。スタートフラッグが地図

上のスタート記号（△）の中心です。 

1分前

2分前

3分前

レーン１ レーン２ レーン３ レーン４
関東Ms 関東Ms 北東Ms 関東Ws

北東Ws
MF MA WA WF
MsC MAC WAC WsC

↑スタートフラッグ



【遅刻した場合】 

遅刻者は遅刻枠からの出走となります。その場合、スタート時刻は役員が指定します。競

技時間はスタートリスト記載の正規時刻に出走したものとして計算します。ただし、本人

に責がない場合はこの限りではありません。なお、スタート閉鎖時刻である 14:00 以降の

出走はできません。 

 

【ウィンドブレーカー輸送】 

オフィシャルのいない大学やチャレンジクラス参加者を対象に、スタート閉鎖後に会場へ

輸送します。オフィシャルのいる大学は、オフィシャルによる輸送をお願いします。 

 

【スタート閉鎖】 

スタート地区は 14:00 に閉鎖します。それ以降はいかなる理由でも出走できません。 

 

★競技中 

【テープ誘導】 

スタート地区～スタートフラッグ、最終コントロール～フィニッシュ間は、ともに赤白テ

ープ誘導です。 

【競技時間】 

競技時間は 90 分です。これを超過した場合は失格となります。 

 

【怪我人を発見した場合】 

怪我人を発見した場合は、速やかに場所・状況等を役員にお知らせください。 

怪我人の救助は競技よりも優先させてください。 

なお大会役員から直接処置を受けた場合、失格となりますのでご注意ください。 

 

【給水】 

レース中の給水はありません。 

 

★フィニッシュ 

【フィニッシュ方式】 

パンチングフィニッシュです。E-card をゴールユニットにパンチした時刻がフィニッシュ

時刻となります。 

 



【E-card の読み取り】  

フィニッシュした順番を崩さずに、役員の指示に従って読み取り場所まで進んでください。

読み取りはフィニッシュ付近で行います。E-card の読み取りを忘れた場合は失格となりま

す。なおレンタル E-card の回収はフィニッシュで行います。 

 

【地図回収】 

選考クラスラストスタート時刻 12:40 までにフィニッシュした場合、地図を回収します。

フィニッシュ地区に用意されているマジックで大学名・氏名等を記載し、回収場所に入れ

てください。回収した地図は、会場にて返却します。 

 

【フィニッシュ地区から会場まで】 

フィニッシュ地区から会場までは、青色テープ誘導です。 

途中で、会場からスタート地区までの赤色テープ誘導と合流します。 

 

【フィニッシュ閉鎖】 

フィニッシュ地区は 15:15 に閉鎖します。参加者は、全コントロールを通過していない場

合でも、必ずこの時刻までにフィニッシュを通過してください。通過が確認できなかった

場合は、未帰還者として捜索の対象になります。 

 

【競技情報伝達の制限】 

フィニッシュ地区へのオフィシャルの立ち入りを許可します。 

ただしフィニッシュ地区に立ち入ったオフィシャル・フィニッシュ後の選手が、フィニッ

シュ・会場間および会場において、スタート閉鎖時刻まで競技関連情報のやりとりを行う

ことを禁止します。行った場合、所属大学全体を失格とします。特に新人への指導は徹底

してください。 

なお、本選考会ではフィニッシュ後の選手の隔離措置は行いません。 

 

★競技終了後 

【レンタル E-card の返却】 

レンタル E-card は計センにて回収します。紛失・破損した場合、実費をいただきます。 

 

【コンパスの返却】 

受付から借りたコンパスは、16:00 までに受付に返却してください。 



【成績】 

成績速報は、競技進行中順次掲示していきます。なお速報掲示の位置については、当日公

式掲示板でご確認ください。 

 

【依頼申請】 

調査及び捜索依頼を会場にて承ります。フィニッシュ地区では調査依頼は一切承りません。

15:45 までに、受付の所定の用紙（調査依頼／捜索依頼申請書）に必要事項を記入の上、

提出してください。 

調査依頼の受付後、競技責任者が調査の上、公式掲示板に回答を掲載いたします。調査依

頼の回答に不服の場合は、提訴を受け付けます。ただし、提訴は調査依頼回答後 15 分以内

に行ってください。裁定委員が提訴内容を審査のうえ裁定を下し、その判断が最終的なも

のとなります。なお裁定委員は当日公式掲示板にて掲示いたします。 

 

【地図販売】 

14:30 以降に地図販売を行います。地図に限りがあるので、その点はご了承ください。 

 

【閉場】 

16:15 に会場を閉場します。 

 

5,注意事項 

【競技上の注意】 

・E-card を持っていない参加者は出走できません。 

・公序良俗に反する服装での出走を禁止します。 

・民家の敷地、その他立入り禁止区域には絶対に立ち入らないでください。地図上ではパ

ープルの縦ハッチによって立入禁止の区域を示しています。 

・関東 Ms クラスで 2 レーン制をとる関係上、本大会では配布用のコントロール位置説明

はありません。 

 

【選考会全般の注意】 

・青空会場となっております。悪天候（雨・雪）時の対策については、運営側では特に行

いませんので、テント・ブルーシートを持参する等参加者側での対策をお願いします。

また、寒さが予想されますので、防寒対策も万全に行ってください。 

 



・当日は日光市駅伝競走大会が実施されます。丸山公園前が中継所となっており、10 時半

前後に選手が通過する見込みですので、道路を横断する場合などにはご注意ください。 

・荒天等で大会を中止する場合は、前日の 22:00 までに関東学連・北東学連のメーリング

リストで連絡します。 

・女子更衣室内は飲食禁止 ・火気厳禁です。 

・参加者が自分自身あるいは他人に与えた損害については、運営側は責任を負いかねます。 

・荷物の管理は各自の責任で行ってください。 

・会場内で出したゴミは各自お持ち帰りください。 

・大会当日、既存の O-map 「不動の滝(南)」「日光愛宕山」の持込みを禁止します。持ち

込みが判明した場合、大学単位で失格とします。 

・競技情報伝達を目的とした携帯電話等の使用は一切禁止します。 

・運営側で傷害保険に入っておりますが、万一のために保険証を持参することをお奨めし

ます。 

 

6.問い合わせ先 

実行委員長：石野夏幹 

e-mail：icm.kanto.hokuto.sel2014■gmail.com（■→@） 

TEL:080-6101-6115 

 

基本的にはメールでの問い合わせをお願いします。 

前日・当日の問い合わせは電話でお願いします。 

 

tel:080-6101-6115

