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令和元年 10月 12日発行 

2019年度関西学連ミドルセレ※ ※※ 

要項 2 

※ 2019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西地区代表選考会 

※※ 2019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中九四地区代表選考会併設 

 

 日時 

令和元年12 月15 日（日）雨天決行、荒天中止 

 開催地 

奈良県生駒市・大阪府交野市 大阪府民の森・くろんど園地とその周辺 

 会場 

くろんど池公園 駐車場（〒630-0101 奈良県生駒市高山町） ※要項 1 から変更されています。

青空会場となります。 アクセス：自家用車、または公共交通機関による来場が可能です。 

詳細は要項 3（プログラム）にて案内します。 

 スタート開始時刻 

10:30 選考クラス、中級クラス（MS,WS,MB,WB）トップスタート 

13:00 オープンクラス（OMS,OWS,OMB,OWB）トップスタート 

※申し込み時に参考にするための目安となります。それぞれの時刻は要項3（プログラム）にて若干の変

更がなされる可能性があります。 

 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 

(大阪大学、京都大学、京都女子大学、神戸大学、奈良女子大学、各大学オリエンテーリングクラブの

2019年度 OB/OG1年目で構成) 

・実行委員長 金田満帆（京都女子大学 OG1年目） 

・運営責任者 稲岡雄介（大阪大学 OB1年目） 

・競技責任者 田中創 （大阪大学 OB1年目） 

・コース設定者 伴広輝 （京都大学 OB1年目） 

主管者連絡先： kansaiserejikkouiinkai2019@gmail.com 

（問い合わせは主管者連絡先まで） 
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 競技情報 

1. 競技形式 

日本オリエンテーリング競技規則準拠、ポイントオリエンテーリング・ミドルディスタンス競技 

2. 計時方法 

EMIT社制電子パンチングシステム（E カード）使用 

3. 使用地図 

「黒添池 ver5.1」、2015年度 大阪オリエンテーリングクラブ作成 

縮尺 1:10000、等高線間隔 5m、走行可能度 4段階表示 2019年セレ実行委員会修正 

4. テレイン概要 

テレインは細い沢と V 字谷によって山塊が複数に切り分けられた構造を有する。その山塊ごとに植

生や地形の性質の差異が大きく、細かい切り替えが求められるテレインである。植生の悪化や倒木

の増加により、以前よりも走行可能度は低下傾向にある。(2016年度関西学連ミドルセレプログラ

ムより一部引用) 

5. 設置クラス 

 優勝設定時間 参加資格 表彰対象 

関西 MS/中九四 MS 35-40分 男子※ 
上位 3名 

関西WS/中九四WS 35-40分 女子※ 

MB 25-30分 男子※2 
上位 3名 

WB 25-30分 女子※2 

OMS/OWS ―（MS/WS と同一コース） 
特に無し 無し 

OMB/OWB ―（MB/WB と同一コース） 

単にMS、WSクラスといった場合、それぞれ関西MS/中九四MS、関西WS/中九四WSの両方

のクラスのことを指します。 

※ MS、WS クラスの参加資格は、2019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

タンス競技部門の選手権クラス参加資格（ただし、本セレクションの通過は除きます）をもつ、それ

ぞれ関西学連加盟員/中九四学連加盟員であることとします。 

【要項 1 より変更】 

※2 選考クラス（MS、WS）とは別に、中級クラス（MB、WB）を設けます。中級クラスの参加

資格は学連登録 1-4 年目（地区問わず）とします。また、これにともないクラス名の変更

MO,WO→OMS,OWS、およびオープン中級クラス OMB,OWB が追加されています。 

6. 代表選手選考 

関西学連 日本学連技術委員会※1が発表する 2019 年度インカレミドル競技者配分および、関

西学連ミドルセレ実施基準※2 に基づき、本セレクションの関西 MS クラス上位 9 名および、関西

WS クラス上位 3 名が 2019 年度インカレミドル関西地区代表選手として選出されます。また、同

選考基準に基づき男子 1名、女子 1名が上記とは別に 2019年度インカレミドル関西地区代表

選手として選出されます。 

中九四学連 同競技者配分および、中九四学連の選考基準に準じます。 

※1 日本学生オリエンテーリング連盟技術委員会(http://www.orienteering.com/%7Euofj/gijutsu/) 

――赤字は本要項公開時点では目安です。技術委員会の発表をもって正式な人数となります。 

 

http://www.orienteering.com/~uofj/gijutsu/
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※2 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西地区代表選手選考会実施基準 

(http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=46&itemid=1084) 

7. 選考免除者 

今回のセレクションにおいて選考免除者はいません。 

8. トレーニングに関する情報 

本セレクションではトレーニングテレインを設けません。競技終了後にトレーニングのための再入山を許

可する予定です。詳しくは要項 3（プログラム）を確認してください。 

9. 競技に関する注意事項 

競技に関する情報は予告なく変更する場合があります。必ず要項 3（プログラム）および当日会

場に掲示する公式掲示板を確認してください。 

 立ち入り禁止区域 

選考クラス・中級クラス出場予定者の O-map「黒添池」範囲内（下図）への立ち入りを禁止します。 

 
地図の画像は地理院地図より 

 参加料金・地図販売料金等 

1. 参加料金 

クラス 区分 金額 マイ E カード割引 

MS,WS 学連加盟員(セレ対象者) 
1500円 

－300円 

MB,WB 学連加盟員(1-4年目） 

OMS,OWS 

OMB,OWB 

高校生以下 1000円 

学生・大学院生 
2000円 

日本学連賛助会員 

一般 2300円 

複数のクラスに申し込むことはできません。 

2. 地図販売料金およびオプション料金 

地図販売 金額  オプション 金額 

コース図(MS,WS,MB,WB) 300円/枚 プログラム郵送 200円 

全コントロール図 500円/枚 成績郵送 200円 

本セレクションにおける地図販売は事前申し込み制となっております。各種オプションとあわせてセレク

ションの参加申し込み時に合わせてお申し込み下さい。 

http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=46&itemid=1084
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3. その他料金 

△ 当日、受付にて保証金 3000円にてコンパス貸出を行います。 

△ レンタル E カードを破損/紛失した場合、弁償金として 3000円をいただきます。 

△ 本セレクションは傷害保険に加入します。保険料は参加料金に含まれています。補償額には

限度があります。 

 

 申し込み方法 

下記 1.～3.のいずれかの方法で締め切り日までに申し込み手続きを行ってください。 

申し込み締め切り 令和元年11 月24 日（日）入金締め切りは 11月 29日（金） 

1. メールによる申し込み 

http://www.orienteering.com/%7Euofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=33&

itemid=1522 （大会HP）に掲載されている Excel形式のエントリーシートに必要事項をもれな

く記入し、主管者連絡先（kansaiserejikkouiinkai2019@gmail.com）に送信してください。

また、参加料金の合計を下記の口座に過不足なく入金してください。 

【参加料金入金先】 

◎ゆうちょから 

記号:14320、番号:26735831、名義:オカモトヒナノ 

◎ゆうちょ以外から 

店番:438、預金種目:普通預金、口座番号:2673583、名義:オカモトヒナノ 

2. Japan-O-entrY による申し込み（OMS/OWS/OMB/OWB のみ） 

https://japan-o-entry.com/event/view/339 

にアクセスし、ページの指示に従って必要事項を入力、参加料金の支払い手続きを行ってください。 

3. 大会会場での申し込み 

以下の大会会場にて、大会申し込みおよび地図販売申し込みを受け付けます。 

△ パーク O ツアー滋賀 （10月 12日、滋賀県） 

△ 全日本ミドル・ロング （10月 13-14日、滋賀県） 

△ 関西学連定例戦 （10月 20日、滋賀県） 

△ インカレスプリント・ロング併設大会 （11月 9-10日、岐阜県） 

 申し込みに関する注意事項 

△ 本セレクションでは当日申し込みを行いません。ご注意ください。 

△ セレクション対象者の申し込みは原則として各自が所属する大学・クラブ単位で取りまとめを行

い、「1. メールによる申し込み」の手順で申し込んでください。 

△ 振込手数料は参加者側の負担となります。領収書は振込元にて発行される利用明細でもっ

て代えさせていただきます。 

△ 郵送による申し込みは特別な事情のない限り受け付けておりません。郵送による申し込みを希

望の際は一度主管者までご連絡下さい。 

 

 

以上 
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