
 

 

2022 年 10 月 21 日 発行 

2022 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・関西・北信越・中九四地区代表選考会 
要項２ 

 

大会概要 

日程 

2022 年 12 月 4 日（日） 雨天決行・荒天中止 

 

開催地 

三重県伊賀市伊勢路・奥鹿野地区（O-map 「奥鹿野」） 

 

会場 

近畿日本鉄道（近鉄）西青山駅 改札外広場 （屋根あり） 

 

 

主催・主管 

関西学生オリエンテーリング連盟 

 

2022 年度関西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 上原珠美 

運営責任者 藤田奈津美 

競技責任者 箕浦皓 

渉外責任者 金澤晴樹 

コースプランナ 萱尾澄人 

 

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 

日本オリエンテーリング協会が定める競技規則類に準拠 

 

地図情報 

NishiPRO による全域修正実施予定 （簡易） 

旧地図 「奥鹿野」 

http://www.orienteering.com/~icmr2020/images/okugano

_oldMap_original.jpg 

縮尺     1:10000 

等高線間隔  5 m 

走行可能度  4 段階表示 

ISOM2017-2 準拠予定 
 

計時方法 

EMIT 社製電子パンチシステム （E カード） 

個人所有のカード（マイカード）使用可能 

 

テレインについて 

一部倒木等による足場の悪いエリアがあるものの、概ね見通

しのよく走行可能度が高いエリアで構成されています。旧地図

からの地形的変化も少なく、尾根・沢等の地形的特徴物が明

瞭なテレインです。 

クラス 

優勝設定時間 35 分 3 – 5 km 程度のコース距離を予定 

 

※ 併設クラス 1 では東海 M・WS、 

併設クラス 2 では関西 M・WS と同コースといたします。 

※ MS/WS クラスはセレクションクラスです。 

 
 

クラス 参加資格 

東海 MS/WS 東海学連競技者 

関西 MS/WS 関西学連競技者 

北信越 MS/WS 北信越学連競技者 

中九四 MS/WS 中九四学連競技者 

併設 1 MO1/WO1 制限なし 

併設 2 MO2/WO2 制限なし 

http://www.orienteering.com/%7Eicmr2020/images/okugano_oldMap_original.jpg
http://www.orienteering.com/%7Eicmr2020/images/okugano_oldMap_original.jpg


 

 

立入禁止区域 

選考クラス出場予定者の O-map「奥鹿野」、およびその周辺（下図）に立ち入ることを禁じます。 

 

 

※地理院地図(https://maps.gsi.go.jp/)より作成 

エントリー 

エントリーフォーム 

Japan-O-entrY（以下 JOY）にてエントリーを受付いたします。 

https://japan-o-entry.com/event/view/1130 

 

締め切り 

2022 年 11 月 24 日（木） 

JOY の締め切り時刻に従います。 

 

エントリーリスト 

ＪＯＹ上のエントリーリストでご確認ください。 

https://japan-o-entry.com/event/view/1130/show_detail#entrylist 

 

 

 

参加費 

セレクションクラス \3,000 

併設クラス \4,000 

E カードレンタル \300 

地図販売 \500 

参加費の払い込みの〆切は JOY の締め切りに従います。 

過不足は当日徴収・返金対応もしくは後日対応を行います。 

 
 

エントリーに関する備考 

当日申込の実施は予定しておりません。 

 

セレクション対象クラスは大学・クラブ単位で取りまとめを行い、

所属は「大学名+学年」としてください。 

インカレ選手権クラスに出場する競技者の選抜方法は各学連

の定める規則等に依ります。 

 

 

https://japan-o-entry.com/event/view/1130
https://japan-o-entry.com/event/view/1130/show_detail#entrylist


 

 

イベントスケジュール 

 9:26 東青山駅急行出発 → 9:33 西青山駅着 

 9:46 東青山駅急行出発 → 9:53 西青山駅着 

 10:00 会場開場 

 10:29 東青山駅普通出発 → 10:36 西青山駅着 

 11:00 トップスタート 

 11:07 東青山駅急行出発 → 11:14 西青山駅着 

 12:07 東青山駅急行出発 → 12:14 西青山駅着 

西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 13:07 東青山駅急行出発 → 13:14 西青山駅着 

西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 13:30 スタート閉鎖・地図返却 

 14:07 西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 15:00 フィニッシュ閉鎖 

 15:07 西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 15:28 西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 16:00 会場閉鎖・運営者撤収 

 16:08 西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 16:28 西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 16:43 西青山駅急行出発 → 東青山駅 

※ トイレ便は 9 時 30 分から 14 時 30 分の間毎時 20 分間隔で

必要に応じて運航予定です。 （各便最大 6名・数分で到着） 

※ ドライバー輸送（東青山駅⇔西青山駅）の実施は未定です。 

 

 

 

 

所要時間 

電車 （西青山駅⇔東青山駅） 07 - 10 分 

車 （西青山駅⇔東青山駅） 20 – 25 分 

 

来場方法等に関する備考 

電車での来場を特に推奨いたします。 

西青山⇔東青山駅   \ 260 (片道) 

 

来場時の西青山駅のホームや改札内での滞留はできるだけ

避け、速やかに会場に移動してください。 

 

西青山駅では PiTaPa・ICOCA 専用の簡易改札機のみ設置さ

れています。 

切符の自動販売機や乗車駅証明書発行機はございません。

そのため、切符を用いる方は西青山駅までの往復の切符をご

購入ください。 

 

西青山駅および東青山駅ダイヤは 10 月 14 日時点での近鉄

サイトによる時刻です。参加者自身で出発時刻等を再度調べ

てください。なお、近鉄では 12 月 17 日にダイヤ改正が行われ

る予定です。 

 

東青山駅ダイヤ 

（名張・大阪上本町方面 → 西青山駅（会場）方面） 

https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=50565&dir=37&path=202210142325

37156&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-42&d=1&dw=1&d_select=356-42%2C1 

 

西青山駅ダイヤ 

（伊勢中川・五十鈴側方面→東青山駅（駐車場）方面） 

https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=11591&dir=14&path=202210142322

14499&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-41&d=2&dw=1&d_select=356-41%2C2 

西青山駅ダイヤ （名張・大阪上本町方面） 

https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=11591&dir=14&path=202210142322

14499&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-41&d=1&dw=1&d_select=356-41%2C1 
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会場 

受付・待機所 

近畿日本鉄道（近鉄）西青山駅改札外広場  

（屋根あり・暖房なし） 

トイレ・更衣所はございません。 

※ トイレ輸送を実施予定ですが、輸送能力に限りがござ

います。 

 

 

駐車場 

四季の里駐車場（有料） 

東青山駅より近鉄大阪線 名張・大阪上本町方面の電車に

乗り、西青山駅で下車して来場ください。 

 

西青山駅⇔東青山駅間は車を用いた場合、15 - 20 分です。

（Google Map による） 

乗降所 （来場時のみ） 

会場周辺に乗降所を開設予定です。 

乗降所から会場までは、歩道が無く交通量の多い国道 165 号

を数分歩く必要がございます。 

乗降所は来場時のみ開設します。 

退場の際は電車をご利用ください。人数集中による事故等防

止のためにご協力をお願いいたします。 

 

 

会場等に関する備考 

会場となる西青山駅にはトイレ等の設備はございません。必ず

事前にトイレ等をご利用になってから会場にお越しください。 

 

トイレ輸送は受付にて人員の募集を行い、必要人員が揃った

場合にのみ運行します。なお、運営者による車での輸送となり

ます。 

 

 

リスク等について 

1. 新型コロナウイルス等 

蔓延状況など社会情勢に鑑みて、大会を中止する可能

性がございます。 
 

2. 交通事故 

西青山駅に接続する国道 165 号線は交通量が多く、道

幅が狭いです。 

道路を歩く際には１列になり、事故に気を付けてください。 

乗降所への入口および乗降所内は狭く、見通しが悪い

です。交通事故の防止のために徐行並びに安全運転

を心掛けてください。 
 

3. 乗り遅れ等 

近鉄大阪線は１時間に１本のみの運航です。発車時刻

に十分間に合うよう余裕をもって時間設定してください。 

4. 猟期での催行に関して 

現地の猟友会等に当日の大会開催の旨をお伝えし、猟

の配慮をお願いしておりますが、猟師の方々との接触の

可能性があります。 
 

5. 近鉄運休 

西青山駅への参加者下車＋東青山駅からのドライバー

輸送で対応予定です。またスタート時刻変更等の対応も

柔軟に行います。 

天候不順による運休の際には、大会の催行を中止する

可能性がございます。 
 

6. 上記に加えその他主催・主管者の免責について 

参加者の申込をもって、JOA サイト内の下記リンクに記

されるリスク等を踏まえ、自己責任とすることに同意する

とみなします。 

https://www.orienteering.or.jp/leader-data/text/ 

2022 年 10 月 14 日閲覧 

その他備考

 電車での来場の際には、一般利用者の方々に迷惑とな

らないように努めてください。 

 猟期での開催となるため、山中でも目立つ格好ならびに

熊鈴等の携行をお願い致します。 

 会場内での貴重品等の管理は参加者の自己責任とさせ

ていただきます。 

 中止等による返金は運営経費をいただいた残額を返金

とさせていただきます。 

 競技・スケジュール等に関する事項を予告なく変更する

場合がございます。 

 傷害保険には加入予定ですが、補償額には限度がござ

います。ご自身等の保険等もご確認の上ご参加ください。 

 

お問い合わせ 

ご不明点等ございましたら、右記のアドレスまでお問い合せください。      メールアドレス： mdl.slc.22@gmail.com  

https://www.orienteering.or.jp/leader-data/text/
mailto:mdl.slc.22@gmail.com
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