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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 

北東学連スプリントセレクション/北東インカレ 2021 

兼 スプリント競技部門 関東地区代表選考会 

要項 3.0 

発行責任者: 楊 馨逸 

2021 年 7 月 20 日発行  

〇開催日  

2021 年 8 月 14 日（土）～2021 年 8 月 15 日（日）  

8 月 14 日（土）  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 

北海道・東北地区代表選考会 兼 関東地区代表選考会 

(以下，北東・関東スプリントセレクション) 

8 月 15 日（日）  北海道・東北学生オリエンテーリング選手権大会  

（以下，北東インカレ）  

  

〇開催地  
 北東・関東スプリントセレクション：  栃木県塩谷郡塩谷町 塩谷町総合公園 

 北東インカレ：              栃木県日光市  

  

〇主催：北海道・東北学生オリエンテーリング連盟  

関東学生オリエンテーリング連盟(北東・関東スプリントセレクションのみ) 

〇後援 ：栃木県オリエンテーリング協会  

  

〇主管： 

 北東・関東学連スプリントセレクション:  

実行委員⾧：         楊馨逸 （2017 年度早稲田大学入学）  

運営責任者：         櫻木嵩斗 （2017 年度東京工業大学入学）  

競技責任者：        中嶋律起 （2017 年度横浜国立大学入学）  

コースプランナー：     谷野文史 （2017 年度筑波大学入学）  

山田基生  (2017 年度東北大入学) 

イベントアドバイザー：    西下遼介 （2016 年度慶応義塾大学入学） 

     宮西優太郎    (宮西山野精図) 

 北東インカレ:  
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実行委員⾧：             小林祐子       (2017 年度東北大入学) 

競技責任者：             嶋崎渉         (2017 年度東北大入学) 

運営責任者：             薗部駿太       (2017 年度東北大入学) 

コースプランナー：     金子哲士        (2017 年度東北大入学) 

イベントアドバイザー：        宮西優太郎        (宮西山野精図) 

 

〇競技形式 

 北東・関東スプリントセレクション： 

 ポイントオリエンテーリング スプリント競技 

SPORTident 社製電子パンチング計時システム（SI カード）使用 

 北東インカレ： 

ポイントオリエンテーリング ロング・ディスタンス競技 

EMIT 社製電子パンチング計時システム（E-card）使用 

 

〇立入禁止地区 

・本大会の選考クラスに参加を予定している方は，大会当日まで以下に示すエリアへの

オリエンテーリング目的（テレイン視察含む）での立ち入りを禁止します．ただし，一

般クラスに参加を予定している方は立ち入りの制限は設けません． 

（出典元：地理院地図） 

 

 北東・関東スプリントセレクション： 
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 北東インカレ： 

 

 

 

 

交通案内 

 北東・関東スプリントセレクション 

会場：塩谷町総合公園 駐車場 Google map はこちらから 

第 2 駐車場：ＪＡしおのや 塩谷支店 駐車場 Google map はこちらから 

※会場駐車場には限りがございます． 

〇お車でお越しの方 

 東北自動車道「上河内スマート IC」より 17 分（12.3km） 

       「矢板 IC」より 18 分（12.4km） 

       「矢板北スマート IC」より 20 分（12.7km） 

 第 2 駐車場より徒歩 22 分（1.8km） 

〇公共交通機関でお越しの方 

 関東自動車「玉生宿」バス停より徒歩 19 分（1.6km） 
 

 北東インカレ 

会場：小百川桜公園（駐車場有）Google map はこちらから 
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〇お車でお越しの方 

日光宇都宮道路「今市 IC」より 9 分（6.2km）「日光 IC」より 11 分（9.1km） 

※駐車場は小百川桜公園以外の駐車場になる可能性あり． 

〇公共交通機関でお越しの方 

東武⿁怒川線 大桑駅より徒歩 56 分（4.1km） 
※日曜祝日は日光市営バスが運休のため，利用できません． 

 

 

 

 

 

北東・関東スプリントセレクション 

〇使用地図 

「塩谷町総合公園」 縮尺 1：4000 

等高線間隔 2m  走行可能度 4 段階表記  ISSprOM 2019 準拠 

 

〇会場 

前ページ「交通案内」参照 

 

〇クラス 

クラス 参加資格 優勝設定時間 備考 

北東選考 

クラス 

北東 ME 北東学連加盟員男子 13 分  

北東 WE 北東学連加盟員女子 13 分  

関東選考 

クラス 

関東 ME 関東学連加盟員男子 13 分  

関東 WE 関東学連加盟員女子 13 分  

一般 

クラス 

北東 MEC 無制限 13 分 北東 ME と同一コース 

北東 WEC 無制限 13 分 北東 WE と同一コース 

関東 MEC 無制限 13 分 関東 ME と同一コース 

関東 WEC 無制限 13 分 関東 WE と同一コース 

 ※関東 WE および北東 WE は同一コースとなっております。 
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〇当日の流れ（予定） 

8:30  会場・受付開始 

9:30  選考クラス スタート時刻 

13:00  一般クラス スタート時刻 

16:00  会場封鎖 

 

〇注意事項 

・全クラスにおいて，タッチフリーSI（SIAC）を使用します． 

・選考クラス参加者は，マイ SI カードの利用は不可とさせていただきます． 

・スプリントセレでの金属ピン付きシューズの使用を禁止します． 

 

○テレインプロフィール 

競技が行われる塩谷町総合公園は, 塩谷町石尊山の片斜面上に展開し, 野球場, 多目的

広場, テニスコート, 遊具エリアが存在し, 週末はスポーツ愛好家や子連れ家族で賑わ

う. 典型的なパークテレインだが, テレインの一部は山林エリアを含み, アップが多くな

る. テレインの構造を活かした, ルートチョイスが問われるレッグをいかに攻略できる

かがレースの結果を左右するだろう. 

 

 

 

北東インカレ 

〇使用地図 

「日光霧降」「不動の滝（北）」および日本学連新規地図作成事業第 8 弾にて埋められた

空白エリア 

縮尺 1：15000（ME，WE，MEC，WEC）  

1：10000（MA，WA，MF，WF）               

等高線間隔 5m  通行可能度 4 段階表記 ISOM2017 準拠 

 

〇会場 

小百川桜公園 
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〇クラス 

クラス 参加資格 優勝設定時間 備考 

選考 

クラス 

ME 北東学連加盟員男子 70 分  

WE 北東学連加盟員女子 60 分  

一般 

クラス 

MF 

無制限 

30 分 日本学連加盟員１年目男子推奨クラス 

WF 30 分 日本学連加盟員１年目女子推奨クラス 

MA 40 分 ME より短いコース 

WA 40 分 WE より短いコース 

MEC 70 分 ME と同一コース 

WEC 60 分 WE と同一コース 

 

〇当日の流れ（予定） 

9:00  会場・受付開始 

10:30  スタート時刻 

15:00  フィニッシュ封鎖 

16:30  会場封鎖 

 

○テレインプロフィール 

テレインは標高約 400-800m に位置する．日光霧降エリアは概して急峻であるが、

緩やかな場所も存在し緩 斜面のエリアには細かな地形を伴うことが多い．また間伐材

や藪により走行可能度が低下するエリアや、見 通しや走行可能度が低い広葉樹林も存

在する．不動の滝(北)エリアは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．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． どちらのエリアも大部分は見通しが良く走行可能度の

高い針葉樹林である． 

(2021 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 

関東地区代表選考会 プログラムより引用) 
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エントリー 

〇参加費 

 北東・関東スプリントセレクション 

クラス 金額 備考 

選考クラス 
北東 ME/WE 

2000 円 SI カードのレンタル料を 

含みます． 
関東 ME/WE 

一般クラス 
北東 MEC/WEC 

関東 MEC/WEC 

2500 円 

2000 円 
高校生以下対象（SI カードの 

レンタル料を含みます） 

マイ SI カード利用者 -100 円 
選考クラス参加者は 

マイ SI カード利用不可 

 

 北東インカレ 

クラス 金額 備考 

選考クラス ME/WE 2500 円 北東学連加盟員対象 

一般クラス 

MF/WF 
1500 円 

北東学連加盟員 1 年目， 

高校生以下対象 

2000 円  

MA/WA 
2500 円 

北東学連加盟員， 

高校生以下対象 

3000 円  

MEC/WEC 
3000 円 高校生以下対象 

3500 円  

レンタル E カード代 300 円  

 

〇申し込み開始日 

申し込み・振り込み開始：7 月 13 日（月） 

〇申し込み締切日 

申し込み・振り込み締切：7 月 26 日（月） 

※申し込み・振り込みの期間が大変短くなっております．お気を付けください． 
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〇エントリー方法 

申し込み web サイト「Japan-O-entrY」でのみエントリーを受け付けます． 

申し込みページ 

北東・関東スプリントセレクション 

北東インカレ  

 

※北東・関東学連加盟校の参加者へ向けて 

6 名以上の同時申し込みについては手数料が無料となるため，各校の代表者が大学の全

員分を申し込みしてください．  

 
〇エントリーに関する留意事項 

・本大会では，メールでの申し込み，当日参加を受け付けません． 

・スプリントセレと北東インカレは別イベントとして掲載されているため，別個に申し

込んでください 

・エントリー時に当日の交通手段をご記入下さいますようよろしくお願いいたします． 
・大学から参加の許可が出ていない場合（当日に参加できるかが分からない場合）は申

し込みをしないでください．また，エントリー締め切り後でも大学からの許可が出た

場合はご連絡ください．個別に対応いたします． 

※この場合，確実に参加できる保証はございません 

※新入部員の申し込みが間に合わなかった場合もご相談ください． 

 

 

セレクションについて 

 北東・関東スプリントセレクション 

2021 年度インカレ スプリント・ディスタンス競技部門競技者数配分について、以下

のように配分する． 

＜地区学連枠＞ 

 北東 関東 

男子 9 26 

女子 4 14 
 

＜前年度個人実績枠＞   

男子  森清星也（早稲田大学）  本庄祐一（東京大学）  

女子  阿部悠（実践女子大学）  水上玲奈（東北大学） 
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 北東インカレ 

2021 年度インカレロング・ディスタンス競技部門競技者数配分について、以下のよう

に 配分する． 

＜地区学連枠＞ 

 北東 

男子 15 

女子 3 

 

 

 

地図販売 

本大会の地図販売については事前申込制のみとさせていただきます． 

JOY でのエントリーの際に，購入希望地図およびその枚数を記入していただきますよう

お願いいたします． 

原則として当日の地図販売の注文は受け付けませんのでご了承ください． 

 コース地図 全コントロール地図 

スプリントセレ 700円 800円 

北東インカレ 1:10000 700円 
1000円 

北東インカレ 1:15000 1000円 
 

 

宿泊の斡旋について 

北東学連加盟校の選手のうち，希望者については北東学連が斡旋する宿泊施設への宿泊

が可能です． 

宿泊日 8 月 14 日（土） 

宿泊先 ホテルファミテック明神 様 

料金 6000 円（一泊二食付き） 

住所 321-1275 栃木県日光市室瀬 456 

その他 歯ブラシ，バスタオル，浴衣無し 
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新型コロナウイルス感染症への対応について 

実行委員会では，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響について，下記の通り

対応していく予定です． 

 

① 開催の可否について 

本大会の開催の可否は，「2021 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」の開催の判断に関わらず独立して判断いたします． 

開催可否の判断タイミングは 8 月 1 日（月）に最終判断をいたします. 

 

② 参加費について 

やむを得ず中止となる場合，中止決定時点ですでに使用していた諸経費を差し引いて，

公平に返金させていただきます． 

 

③ 本イベントで広報・遵守する感染症対策(山川克則さん作成文書より一部抜粋) 

感染症が疑われるときは参加しない 

以下に該当する場合は，参加を見合わせてください． 

・体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・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や

地域に渡航した場合，または当該地域の在住者と濃厚接触がある場合 

マスク着用 

参加受付時や着替え時等，競技以外の際はマスクを着用してください． 

手指消毒 

こまめな手洗い，アルコール等による手指消毒をしてください．消毒液，ペーパータ

オルは大会主催者が十分な量を用意します． 

人との距離は 2m 以上を目安 

他の参加者，主催者スタッフ等との距離を確保してください．（障がい者の誘導や介

助を行う場合を除く．）大きな声で会話，応援等をしないでください．会場やスタート

地区では特に注意してださい． 

表彰式は行いません 

人が集まる表彰式は行いません．本イベントは全国大会の予選会なので，純粋な記

録会ベースのイベントとなります．応援のシーンもありません． 

帰りがけの会食は自粛する 

 

④ ガイドライン等について 
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公益社団法人日本オリエンテーリング協会発行の「オリエンテーリング大会，練習

会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」に基づいて対

策を行います． 

http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_1.pdf 

http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_2.pdf 

参加者の皆様は以下のチェックリストをご確認の上，感染防止対策にご協力お願い

いたします． 

http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_4.pdf 

 

⑤ 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）について 

本大会参加者は，厚生労働省からリリースされている新型コロナウイルス接触確認

アプリ(COCOA)のインストール及び運用をエントリー時から義務づけます．大会の

直近 14 日以内に陽性者との濃厚接触が判明した場合，参加をお断りすることがござ

います．  
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留意事項・その他 

・本大会は，スポーツ傷害保険に加入いたします． 

・本要項に記載している事項は今後変更する可能性がございます． 

・レンタル SI カード・E-card を破損・紛失した場合，賠償金を支払って頂きます． 

・自分で出したゴミは各自お持ち帰りください． 

・災害・荒天など，大会開催が困難であると判断した場合，大会を中止いたします． 

・参加者が自分自身，もしくは第三者に与えた損害について，実行委員会では一切責任を

負いません． 

・本選考会の成績は LapCenter( https://mulka2.com/lapcenter/ )に掲載いたします．氏

名・所属の掲載を希望されない方は，下記問い合わせ先までご連絡ください． 

 

 

問い合わせ先 

 東北インカレについて： 

東北インカレ実行委員⾧ : 小林祐子 hokuto.inkare●gmail.com 

 北東・関東スプリントセレクション全般について： 

 北東・関東スプリントセレクション実行委員⾧: 楊 馨逸 sprint2021kanto●gmail.com 

※●を＠に変更してください 

 


