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2015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 

関東地区/北海道・東北地区/北信越地区代表選手選考会 
 

プログラム 
発行日:2015年 12月 13日(日) 

発行責任者:佐藤 大樹 

【開催日】 

   2015年 12月 20 日(日) 

【開催地】 

   栃木県矢板市 

【会場】 

   栃木県矢板市矢板運動公園(青空会場) 

【主催】 

   関東学生オリエンテーリング連盟(以下、関東学連とする) 

   北海道・東北学生オリエンテーリング連盟(以下、北東学連とする) 

   北信越学生オリエンテーリング連盟(以下、北信越学連とする) 

【主管】 

   2015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、

関東地区および北海道・東北地区、北信越地区代表選手選考会実行委員会 

   ・実行委員長:佐藤 大樹(東京工業大学 2011年度入学) 

   ・競技責任者:岩田 健太郎(東京大学 2011年度入学) 

   ・コース設定者:宮西 優太郎(東北大学 2012年度入学) 

   ・イベントアドバイザー:大嶋 拓実(東京工業大学 2008年度入学) 
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1.交通案内                                        

【会場へのアクセス】 

(電車でお越しの場合) 

   JR矢板駅より徒歩約 50分(約 4km) 

   ※駅から会場までのテープ誘導はございません。 

   ※運営者による輸送は行いません。ご了承ください。 

(車でお越しの場合) 

東北自動車道 矢板インターより約 15分(約 8km) 

 

【駐車場】 

   会場に駐車場があります。正面入口以外は競技エリアを含んでおりますので、駐車場は下

図を参考に必ず運動公園の正面入口からご入場ください。奥から詰めて駐車頂くようお願い

いたします。駐車場の一部が立入禁止区域となっていますのでご注意ください（会場レイアウト

図を参照）。 

    

 

幸岡交差点 

正面入口 

駐車場 

矢板 IC、矢板駅より 
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2.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 

【通過証明】 

   EMIT社製電子パンチングシステム(E-card)を使用。 

【使用地図】 

   「番匠峰古墳Ⅲ」(2006年日本学生オリエンテーリング連盟作成、2015年一部修正) 

   縮尺 1:10000 等高線間隔 5m 走行可能度 4段階表示 A4縦 

    

【テレインプロフィール】 

矢板運動公園一帯を含む標高 200m～300mに位置するテレインです。大部分において、見

通しは利くものの細い薮を中心とする植生が広がり、走行可能度はあまり高くありません。北東向

きの斜面は急、南西向きの斜面はなだらかな傾向があり、尾根線や沢線がそれほどはっきりとし

ない地形となっています。また、北西エリアでは小径が発達しています。 

 

【コースプロフィール】 

ミドルらしい集中力の要求される区間と、スピードの出しやすい区間がはっきりと分かれています。

それぞれの区間にいかに柔軟に対応できるかがレースの鍵を握ることになるでしょう。 

 

【クラス情報】 

クラス 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間(分) 

選考

クラス 

関東 Ms1 4.2 190 35 

関東 Ms2 4.2 200 35 

関東Ws 3.6 160 35 

北東 Ms 4.2 190 35 

北東Ws 3.5 170 35 

北信越 Ms 4.1 200 35 

北信越Ws 3.6 165 35 

学生

一般 

クラス 

MA 3.3 155 30 

WA 2.8 120 30 

MF 2.8 100 30 

WF 2.6 100 30 
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チャレ

ンジ 

クラス 

MsC1 4.2 190 35 

MsC2 4.2 200 35 

WsC 3.6 160 35 

MAC 3.3 155 30 

WAC 2.8 120 30 

※ 関東 Msは、参加者の人数が多かったため、2 クラスに分割しました。 

※ クラス情報は変更になる場合がございます。当日、公式掲示板に掲載いたしますので

必ずご確認ください。 

※ MsC もレーン分けを行っております。必ずスタートリストで自分の走るレーンを確認してく

ださい。 

 

なお、関東 Msのクラス分割は、インカレミドル関東地区代表選手選考会実施基準第 8条に従

い、2015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(インカレロ

ング)の選手権クラスを参考に、以下の方法で行っております。 

① インカレロング選手権クラス出場者を、各クラス均等に配分 

② 同大学の選手を、各クラス均等に配分 

③ 各クラスの同一スタート時刻の選手を、抽選で各レーンに配分 

この結果、クラスごとに「インカレロング選手権クラス出場者」の偏りがなくなり、同一大学所属の

参加者は各クラス半々に割り振られました。また、レーンとクラスは別物であり、同じレーンからの

出走でも違うクラスである可能性があります。 

 

 

3.代表選手選考                                                     

   日本学生オリエンテーリング連盟技術委員会の発表と、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東地区/北海道・東北地区/北信越地区代表選手選考

会実施基準に基づき、以下の方法で 2015年度インカレミドル関東地区/北海道・東北地区/

北信越地区代表選手を選考します。 

 

【免除】 

    以下の者は、2015年度において、日本学生オリエンテーリング選手権実施規則第 4条

第 1項の参加規定を満たす場合、地区学連枠とは別に出場資格を得るため(配分規則

2.3)セレクション免除者とします。 

   (参照:日本学生オリエンテーリング連盟発表文書「2015年度インカレ ミドル・ディスタンス

競技者配分について」) 
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   男子 宮西 優太郎(東北 4)                女子 宮川 早穂(立教 4) 

       福井 悠太(東京 4)                      松田 沙也加(岩手 4) 

 

【本選考会における選考】 

    上記免除者および各学連の推薦者を除き、選考クラスより、下記の人数を選考します。

ただし、選考対象となるのは学連加盟登録 4年以内の者に限ります。 

出場枠 関東 北東 北信越 

男子 20 12 7 

女子 12 3 6 

※関東学連男子はそれぞれクラスの上位 10名ずつを選考します。 

※中九四学連より枠の返上があったため要項より枠が増えています。変更があったクラスは赤字で

記してあります。 

 

【推薦】 

推薦は、各地区学連の規約および決定に従い下記の通りとします。各地区学連の決定

に変更がある場合はそちらに従ってください。 

＜関東学連＞ 

日本学生オリエンテーリング選手権ミドル・ディスタンス競技関東地区代表選手選考会に

伴う推薦立候補に係る規約第 4条に基づき、推薦により 

男子 2名                    女子 1名 

を代表選手とします。ただし、推薦による代表者数が上記定数に満たなかった場合、本選

考会の選考クラスにおける競技結果の上位者から順に繰り上がるものとします。 

   ＜北東学連/北信越学連＞ 

    推薦は実施しません。 

 

 

4.当日の流れ                                             

【タイムスケジュール】 

   9:00   開場・受付開始 

  11:00   トップスタート 

  13:30   スタート閉鎖 

  14:30   地図販売開始 

  15:00   フィニッシュ閉鎖 

  15:30   調査依頼・捜索依頼提出締切 

  16:00   会場閉鎖 
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★会場・受付 

【会場レイアウト】 

競技中以外のパープルハッチエリアへの進入を禁止します。パープルハッチエリア以外の場所で

も競技者が通る可能性があります。競技者との接触には十分に注意してください。 

           
【公式掲示板】 

会場内に設置いたします。重要な情報を掲載いたしますので、必ずご確認ください。 

 

【トイレ】 

公園内のトイレが使用できます。 

 

【女子更衣室】 

会場内の相撲場の中が女子更衣室となります。室内が狭くなっておりますので、更衣のみとして

譲り合ってご利用ください。女子更衣室の利用は 9：00～11：00 と 13：30～15：30 とさせてい

ただきます。 

 

【ウォーミングアップエリア】 

会場内にウォーミングアップエリアは設けません。会場～スタート地区間をご利用ください。 

 

駐車場 

荷物置き場と

して利用可 

受付 ・ 計 セ ン 

ト イ レ 

女 子 更 衣 室 

（9:00～11:00 

13:30～15:30） 

スタート地区へ 
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【誓約書】 

各大学の代表者は、出走者全員分の誓約書を提出してください。誓約書は各地区学連のウェ

ブページに掲載してありますので、記入の上受付に持参してください。誓約書と引き換えに、レン

タル E-card、バックアップラベルを配布します。 

 

【コンパス貸出し】 

コンパスの貸出しを受付にて行います。保証金として¥2,000 をお預かりしますが、コンパス返却

時に返金します。スタート地区での貸出しは行いません。 

 

 

★スタート（11：00〜13：30）  

【会場からスタート地区まで】 

赤テープ誘導徒歩約 35分です。 

 

【スタート給水】 

スタート地区に給水を設置します。ただし分量に限りがございますので、オフィシャルのいる大学

は、基本的にはオフィシャルによる給水をお願いします。 

 

【スタート方式】 

↑スタートフラッグ 

      1分前枠 

      2分前枠 

      3分前枠 

レーン 1 レーン 2 レーン 3 レーン 4 レーン 5 遅刻枠  

関東 Ms 関東 Ms 関東Ws 北東 Ms 北東Ws   

  MA/MF WA 北信越 Ms/Ws   

MsC MsC MAC/MsC WAC/MsC WF/WsC   

  

3分前 

アクティベートユニットに E-cardをセットし、ユニットのランプが点滅することを確認した上で、枠に

入ってください。もし点滅しない場合は役員にお知らせください。 

2分前 

1つ前の枠へ進んでください。 

1分前 

さらに 1つ前の枠へ進み、役員の指示に従ってください。 

10秒前 

E-cardをアクティベートユニットにセットしてください。 

スタート 

チャイマーの合図と同時に E-card をユニットから離し、地図を取ってスタートしてください。 

スタート後 

スタート地区からスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。スタートフラッグが地図上のスター

ト記号（△）の中心です。 

 

【遅刻した場合】 
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遅刻者は遅刻枠からの出走となります。その場合、スタート時刻は役員が指定します。競技時

間はスタートリスト記載の正規時刻に出走したものとして計算します。ただし、本人に責がない場

合はこの限りではありません。なお、スタート閉鎖時刻である 13：30以降の出走はできません。 

 

【ウィンドブレーカー輸送】 

オフィシャルのいない大学やチャレンジクラス参加者を対象に、スタート閉鎖後に会場へ輸送し

ます。オフィシャルのいる大学は、オフィシャルによる輸送をお願いします。 

 

【スタート閉鎖】 

スタート地区は 13：30に閉鎖します。それ以降はいかなる理由でも出走できません。 

 

★競技中 
【テープ誘導】 

スタート地区～スタートフラッグ、最終コントロール～フィニッシュ間は、ともに赤白テープ誘導で

す。 

 

【競技時間】 

競技時間は 90分です。これを超過した場合は失格となります。 

 

【怪我人を発見した場合】 

怪我人を発見した場合は、速やかに場所・状況等を役員にお知らせください。 

怪我人の救助は競技よりも優先させてください。 

なお、怪我をして役員から直接処置を受けた場合、失格となりますのでご注意ください。 

 

【給水】 

レース中の給水はありません。 

 

★フィニッシュ 

【フィニッシュ方式】 

パンチングフィニッシュです。E-card をフィニッシュユニットにパンチした時刻がフィニッシュ時刻

となります。 

 

【E-cardの読み取り】  

フィニッシュした順番を崩さずに、役員の指示に従って読み取り場所まで進んでください。読み取

りはフィニッシュ付近で行います。E-card の読み取りを忘れた場合は失格となります。なおレンタ

ル E-cardの回収はフィニッシュで行います。 

 

【地図回収】 

選考クラスラストスタート時刻 12：50 までにフィニッシュした場合、地図を回収します。フィニッシ

ュ地区に用意されているマジックで大学名・氏名を記載し、回収場所に入れてください。回収し

た地図は、会場にて返却します。 

 

【フィニッシュ閉鎖】 
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フィニッシュ地区は 15：00 に閉鎖します。参加者は、全コントロールを通過していない場合でも、

必ずこの時刻までにフィニッシュを通過してください。通過が確認できなかった場合は、未帰還者

として捜索の対象になります。 

 

【競技情報伝達の制限】 

オフィシャル・フィニッシュ後の選手が、会場において、スタート閉鎖時刻まで競技関連情報のや

りとりを行うことを禁止します。行った場合、所属大学全体を失格とします。特に新人への指導は

徹底してください。 

なお、本選考会ではフィニッシュ後の選手の隔離措置は行いません。 

 

 

★競技終了後 
【レンタル E-cardの返却】 

レンタル E-cardは計センにて回収します。紛失・破損した場合、実費をいただきます。 

 

【コンパスの返却】 

受付から借りたコンパスは、15:30 までに受付に返却してください。 

 

【成績速報】 

成績速報は、選考クラスラストスタート以降順次掲⽰します。なお速報掲示の位置については、

当日公式掲示板でご確認ください。 

 
【依頼申請】 

調査及び捜索依頼を受付にて承ります。15:30 までに、受付の所定の用紙（調査依頼／捜索

依頼申請書）に必要事項を記入の上、提出してください。 

調査依頼の受付後、競技責任者が調査の上、公式掲示板に回答を掲載いたします。調査依頼

の回答に不服の場合は、提訴を受け付けます。ただし、提訴は調査依頼回答後 15分以内に行

ってください。裁定委員が提訴内容を審査のうえ裁定を下し、その判断が最終的なものとなりま

す。なお裁定委員は当日公式掲示板にて掲示いたします。 

 

【地図販売】 

14:30以降に地図販売を行います。地図に限りがあるので、その点はご了承ください。 

 

【閉場】 

16:00に会場を閉場します。 

 

 

5.注意事項                                                 
【競技上の注意】 

・ E-card を持っていない参加者は出走できません。 

・ 肌を露出しない服装での出走を強く推奨します。また、公序良俗に反する服装での出走を

禁止します。 

・ 民家の敷地、その他立入禁止区域には絶対に立ち入らないでください。地図上ではパープ
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ルハッチによって立入禁止区域を示しています。 

・ 関東 Ms クラスで 2 レーン制をとる関係上、本選考会では配布用のコントロール位置説明表

はありません。地図の表面にはコントロール位置説明表が印刷されています。 

【選考会全般の注意】 

・ 青空会場となっております。悪天候（雨・雪）時の対策については、運営側では特に行いませ

んので、テント・ブルーシートを持参する等参加者側での対策をお願いします。また、寒さが

予想されますので、防寒対策も万全に行ってください。 

・ 荒天等で選考会を中止する場合は、選考会前日の 22:00 までに関東学連・北東学連・北

信越学連のメーリングリストとウェブページで連絡します。 

・ 女子更衣室内は飲食禁止 ・火気厳禁です。 

・ 参加者が自分自身あるいは他人に与えた損害については、運営側は責任を負いかねます。 

・ 荷物の管理は各自の責任で行ってください。 

・ 会場内で出したゴミは各自お持ち帰りください。 

・ 選考会当日は、本プログラムを除き、「番匠峰古墳Ⅲ」の範囲を含むいかなる種類の地図

の、会場への持ち込みを禁止します。持ち込みが判明した場合、大学単位で失格とします。 

・ 競技情報伝達を目的とした通信機器の使用は一切禁止します。 

・ 運営側で傷害保険に入っておりますが、万一のために保険証を持参することをお奨めします。 

・ 旧図は以下の URL より閲覧することが出来ます。 
http://www.orienteering.com/~uofj/media/terrain/Yaita-Shioya%202015/20150828-Yaita_Bansyominekofun.jpg 

 

 

6.問い合わせ先                                          

実行委員長:佐藤 大樹 

e-mail: icm.kanto.hokuto.hokushin.sel2015■gmail.com(■⇒@) 

TEL:  080-3428-8624 

 

基本的にはメールでの問い合わせをお願いします。 

前日・当日の問い合わせは電話でお願いします。 

以上 

http://www.orienteering.com/~uofj/media/terrain/Yaita-Shioya%202015/20150828-Yaita_Bansyominekofun.jpg

