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2016 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 関西地区代表選考会 

関西学連ロングセレ 兼 関西インカレ 

                    要項 2 

1.  概要 

 日時 2016年 6月 19日 (日) 雨天決行, 荒天中止 

 

 主催 関西学生オリエンテーリング連盟 

 

 主管 2016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 

   関西地区代表選考会実行委員会 

   ・実行委員長     朝野 椋太 (京都大学 OLC OB1 年目) 

   ・運営責任者     伊藤 陵  (京都大学 OLC OB1 年目) 

   ・競技責任者     伊藤 悠葵 (大阪大学 OLC OB1 年目) 

   ・コースプランナー 五百倉 大輔 (京都大学 OLC OB1 年目) 

 

 会場  宇陀市農村環境改善センター農林会館 

 

 場所  奈良県宇陀市・桜井市 

 

2.  交通案内 

 公共交通をご利用の場合 

近鉄大阪線「榛原駅」より徒歩約 25分 

  ※駐車スペースに限りがありますので可能な限り公共交通機関でお越しください。 

 

3.  タイムスケジュール（予定） 

９:00 開場 

10:30 トップスタート 

16:45 会場閉鎖 

4.  競技情報 

 競技形式 

ポイントオリエンテーリング, ロングディスタンス競技 

 (関西学連ロングセレ実施基準準拠, E-card 使用) 
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 地図 

「嶽山」(2010年 大阪オリエンテーリングクラブ作成) 

 縮尺 1：15000 (ME/WE/MO クラス), 1：10000 (MF/WF/WO クラス) 

 等高線間隔 5m  

 走行可能度 4段階表示 

 テレインプロフィール 

本テレインは 2010年に大阪オリエンテーリングクラブ 35周年記念大会兼インカレロングが開催さ

れたテレインである。東西に延びた大きな山塊が特徴的であり、概して斜面は急である。テレイン

内は針葉樹林が多く、見通しはおおむね良い。ところどころ、経年変化による道の劣化が見られる。  

（2014 年度関西学連ロングセレプログラムより引用） 

 クラス, 参加資格および参加費 

クラス 優勝設定時間 参加資格 参加費 

ME/WE 70分/65分 
2016年度関西学連加盟員で 

登録 4年目以内の者 
2000円 

MF/WF なし 

2016年度関西学連加盟員で 

登録初年度の者, および本実行

委員会が適当と認めた者 

500円 

MO/WO なし 特に制限は設けない.  

一般 2500円 

日本学連賛助会員 
2200円 

学生 

高校生以下 1000円 

※E-Cardレンタルの場合は＋300円となります.   

※プログラム・成績表を郵送希望の場合はそれぞれ＋200円となります.  

※複数のクラスに参加することは認めません. 

※Mが男性クラス, Wが女性クラスです. 男性はM クラス, 女性はWクラスに 

出場してください. 

ただし, 併設クラス (MO/WO) においては性別による制限を設けません.  

※MOクラスはMEクラスと同じコースです。また、WOクラスは地図縮尺が異なりますがWEクラ

ス同じコースです。 

※本大会における区分「学生」は大学等の教育機関における正規生を差します。 

例）学部生、大学院生、高等専門学校 4年生以上及び専攻科生 などの正規生 → 区分「学生」 

     研究生、交換留学生、聴講生 などの非正規生 → 区分「一般」 
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5.  代表選手選考と表彰対象 

 選考人数 

日本学生オリエンテーリング連盟技術委員会の発表に準じます.  

 表彰 

ME/WE/MF/WF クラスは上位 3位まで表彰します. 併設クラスの表彰は行いません.  

 

 

6.  申し込み 

 申し込み方法 

選考クラスおよび新人クラスの申し込みは, 原則として学校代表者が一括して行うようにしてくだ

さい.  

(1)e-mailによる申し込み (推奨)  

1．参加費を振り込んでください.  

2．選考会ウェブページに掲載されている「エントリーシート」に必要事項を漏れなく記載してくだ

さい. 

3．件名を「2016 年度ロングセレ申し込み」とし, エントリーシートを添付の上, 下記メールアド

レスまでお送りください.  

宛先  

2016年度関西学連ロングセレ兼関西インカレ 申し込み担当 小野真嗣  

  2016kansai.ic□gmail.com （□を@に変えてください） 

 後日, 受け取り確認のメールをお送りいたします. 1 週間以内に返答がない場合はお手数ですが

上記の連絡先まで再度メールをお送りください. 

 

(2)郵送による申し込み 

1．参加費を振り込んでください.  

2． 必要事項をご記入の上, 下記宛先まで葉書, または封書でお送りください. 

 

 宛先 

  〒606-8226 京都府京都市左京区田中飛鳥井町 22 カーサあすか 101号室 小野真嗣  

 

 必要事項 

申し込み代表者氏名・住所・電話番号・振込銀行名 (支店名)・振込者名・振込金額・参加者全員の

氏名・ふりがな・性別・生年月日・年齢 (2017 年 3 月 31 日時点のもの)・所属・参加クラス・レン

タルまたはマイ Eカード番号 
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(3)大会会場での申し込み 

以下の大会で会場申し込みを受け付けます.  

5月 22日 関西学連第一回定例戦（山田池公園 大阪） 

5月 29日 ウエルカムリレー（グリム冒険の森 滋賀） 

6月 5日  東大 OLK大会（吾妻太田 群馬） 

 

 

 参加費振込先 

◆ゆうちょ銀行から 記号:12450 番号:07900681 

◆他金融機関から  金融機関コード:9900 店名:二四八 店番:２４８ 預金種別:普通預金  

口座番号: 0790068    名義:オノ マサツグ 

 

 

 申し込み締め切り 

6月９日 (木) 選考クラス・併設クラス申し込み締め切り 

6月 15日 (水) 新人クラス申し込み締め切り 

※いずれも郵送の場合必着 

 申し込みに関する注意事項 

・新人クラスのみ, 当日申し込みを行います. 選考クラス・併設クラスについては当日申し込みを行

いません. 

・一度振り込まれた参加費はいかなる理由でも返金いたしません.  

・レンタル E-Cardを紛失された場合, 賠償金を頂きます.  

  ・新人クラスの申し込みもできるだけ 6月 9日までにお願いいたします。 

 

6. 注意事項 

 参加者が自身および第三者に対して与えた損失, 損害に対して主催者および主管者は一切責任を負

いません.  

 出場予定者のオリエンテーリング目的での O-Map「嶽山」内への立ち入りを, 本大会開始まで禁止いた

します.  

 傷害保険には加入しますが, 補償には限度があります. 

 

連絡先  

大会公式アドレス :  2016kansai.ic□gmail.com （□を@に変えてください） 

大会 HP http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=33&itemid=1099 


