
  

2019 年度 関西学連ロングセレ 兼 関西インカレ 

兼 中九四学連ロングセレ 

要項２ 

１．概要 

◉ 大会名  

2019 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 

兼 

2019 年度関西学生オリエンテーリング選手権大会 

兼 

2019 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中九四地区代表選考会 

◉ 日時 ２０１９年６月１６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 2019 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会関西地区代表選考会実行委員会 

 

・実行委員長             田中 創   (大阪大学 OLC OB1年目) 

・運営責任者               伴 広輝   (京都大学 OLC OB1年目) 

・競技責任者／コースプランナー      森河 俊成  (京都大学 OLC OB1年目) 

◉ 場所 福井県あわら市 

◉ 会場 トリムパークかなづ 多目的体育館アリーナ 

２．交通案内 

◉ 車でお越しの場合 

北陸自動車道 金津 IC  より 5km 約 10分 

北陸自動車道 丸岡 IC  より 11km 約 20分 

あわら温泉街、あわら湯のまち駅  より 6km 約 10分 

◉ 公共交通機関でお越しの場合 

JR北陸本線 「芦原温泉」駅 下車 

京福バス「芦原温泉駅前」(駅西口)バス停 下車 

         ⇒徒歩：駅東口より 1.2km 約 15分 

              ⇒車：駅西口より 2km 約 5分 (タクシー800円程度) 
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３．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、EMIT 社製電子パ

ンチングシステム使用 

◉ 地図 「あわら迷図」（2014年 YMOE作成、2018年一部修正、2019年一部修正） 

・ 縮尺 1:１５０００ (ME/WE/OME/OWEクラス)  1:１００００(MA/WA/OMA/OWA/MF/WFクラス) 

・ 等高線間隔 5m、走行可能度５段階表示、ISOM2017 準拠 

◉ テレインプロフィール 

福井県あわら市にあり 2014年度にインカレロング、2018年度に全日本リレーが開かれるなど比較的大

きな大会で使用されてきたテレインであり、おもにテレイン中央で南北に連なる耕作地と山林を囲む永

久柵により明確にエリアが分かれている。会場に近いところは概ね比高 50mに満たないなだらかなエリ

アで比較的細かく複雑な地形である一方、会場から遠いところでは概して急斜面で明瞭な尾根・沢がつ

づく比高 170mほどのエリアで地形的特徴はエリアによって大きく異なる。植生については全体を通し

て見通しの良い杉林と不明瞭かつ見通しの悪い雑木林が混在しており、継続的な林道の拡張によりこれ

まで大会を開くたびに林道とその周辺の植生は変化を遂げてきている。 

◉ 設置クラス、参加資格、参加費 （事前申込） 

クラス 優勝設定時間 参加資格 参加費 

関西

ME/WE 

ME：75 分 WE：75 分 2019年度関西学連加盟員 

で登録 4年目以内の者 

２,２００円 

中九四 

ME/WE 

ME：75 分 WE：75 分 2019年度中九四学連加盟員

で登録 4年目以内の者 

２,２００円 

MA/WA MA：50 分 WA：50 分 2019年度関西・中九四学連加盟

員で登録 4年目以内の者 
２,２００円 

MF/WF MF：30 分 WF：30 分 2019年度日本学連初年度加盟員お

よび実行委員会が適当と認めた者 
  ５００円 

 

OME/OWE 

 

OME：75 分 OWE：75 分 

 

特に制限は設けない 

一般 ２,８００円 
日本学連 

賛助会員 
 

２,２００円 
学生 

 

OMA/OWA 

 

OMA：50 分 OWA：50 分 

 

特に制限は設けない 

一般 ２,８００円 
日本学連 

賛助会員 
 

２,２００円 
学生 

 
・ＭｙE カードの場合は 300 円割引となります。 

・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。 

・学生には大学院生を含みます。 
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・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、OME/OMA、OWE/OWA クラスにおいては性別による制限を設けません。 

・2019 年度インカレロング地区代表選手は、関西ME/WE・中九四ME/WEクラスにおける成績を以

て、それぞれ関西学連・中九四学連ロングセレクション実施基準 及び 日本学連技術委員会が発表するイン

カレロング競技者配分 に基づいて選出されます 

・関西 ME/WEクラス優勝者は２０１９年度関西学生オリエンテーリング選手権者となります。 

・MA/OMA、WA/OWA クラスではそれぞれ ME/OME、WE/OWE クラスよりも距離が短く難易度

の低いコースを用意します。関西学連加盟員は ME、WE クラスの他、MA、WA クラスにも出場する

ことができます。 

・ME/OME、WE/OWE、MA/OMA、WA/OWA はそれぞれ同一のコースです。 

・ME/WE/MA/WA/MF/WF クラスは上位３位まで表彰します。OME/OWE/OMA/OWA クラス

の表彰は行いません。 

◉ 立入禁止区域 

出場予定者のオリエンテーリング目的での、以下に示すＯ－Ｍａｐ「あわら迷図」範囲内への立ち

入りを本大会終了時まで禁止いたします。（Google Map より引用） 

 

４．大会申込 

◉ 申込方法 

・JOY による申込 （OME/OWE/OMA/OWA/MF/WF のみ） 

JOY(Japan-O-entrY)はオリエンテーリング大会専用の申込システムです。登録不要で利用できます。

下記リンクにアクセスし、JOY システムの手順に沿って、申込および参加費の振込を行ってください。

なお、JOY からの申込は OME/OWE/OMA/OWA/MF/WF クラスのみ可能です。その他のクラスは

これ以外の方法でお申し込みください。こちらの申込締切は 6月 7日(金) となります。 

     JOYのURL : https://japan-o-entry.com/event/view/291 

https://japan-o-entry.com/event/view/291
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・E-mail による申込  

① 参加費を下記の口座に振り込んでください。 

② 大会 HPに掲載されている「エントリーシート」に必要事項をもれなく記入してください。 

③ 件名を「関西学連ロングセレ兼関西インカレ 2019申込」とし、エントリーシートを添付の上、以下

の大会公式アドレスまでお送りください。 

【参加費振込先】 

京都銀行 四条支店  

 

店番：１１１  預金種目：普通預金  口座番号：４１５２７３６ 

名義：サノ モエコ 

 

宛先 kansaiserejikkouiinkai2019□gmail.com (□→@) 

※後日、受取確認のメールをお送りいたします。1週間以内に返信がない場合はお手数ですが、上記の

宛先まで再度メールをお送りください。 

・郵送による申込 

郵送による申込を希望される場合は、一度大会公式アドレスまでその旨をご連絡ください。 

・大会会場での申込 

以下の大会会場にて大会申込および地図販売申込を受け付けます。 

5/19(日) 関西学連第 1回定例戦（滋賀） 

5/26(日) ウェルカムリレー（滋賀） 

6/2(日)  みやこ OLC 初夏の祇園ミドル（京都） 

6/2(日)  東大 OLK 大会（群馬） 

・当日申込 

MF/WFクラスに限り、当日申込を受け付けます。申込を希望される方は、会場受付までお越しくださ

い。参加費はMF/WFともに５００円（Eカードレンタル代込）となります。 

◉ 事前申込締切 

６月２日（日）  ※JOY申込締切は 6月 7日(金) 

◉ 申込に関する注意事項 

・選手権クラスおよび新人クラスについては、原則として学校代表者が一括して申し込むようにしてく

ださい。 
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・一度振り込まれた参加費は返金いたしませんのでご了承ください。 

・レンタルＥカードを紛失された場合は金５千円申し受けます。 

５．地図販売 

大会申込と併せて、地図販売の事前申込を受け付けます。エントリーシートの該当項目または Japan-

O-entrYページのオプション項目からお申し込みください。 

コース図分類 価格 

関西ME/中九四ME/OME 300円 

関西WE/中九四WE/OWE 300円 

MA/OMA  300円 

WA/OWA 300円 

MF 300円 

WF 300円 

全コントロール図 500円 

完全事前申込制となっております、ご用命の場合は忘れずにお申し込みください。大会当日は事前受付

分のみ地図販売をおこないます。会場では購入申込を受け付け致しませんのでご注意ください。 

 

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。 

・傷害保険には加入しますが、補償には限度があります。 

７．連絡先   

ご不明な点、質問などございましたら以下の連絡先までお問い合わせください。 

 大会公式アドレス kansaiserejikkouiinkai2019□gmail.com (□→@) 


