
関東学生オリエンテーリング連盟 

2021年度新人戦 兼 学校別対抗戦 

要項 2.0 

 

※前回からの修正点には黄色で表記しています。 

 

1．大会概要 

日程  2021 年 10 月 17 日（日） 雨天決行・荒天中止 

場所  栃木県日光市 

主催  関東学生オリエンテーリング連盟 

運営役員 

運営責任者     根岸 健仁（一橋大学 2019 年度入学） 

競技責任者・コースプランナー 山崎 嘉津人（東京工業大学 2019 年度入学） 

コントローラ   伊藤 頌太（慶応義塾大学 2018 年度入学） 

 

会場 ホテルファミテック 

栃木県日光市室瀬 456   TEL：0288-22-2309 

 

2．交通案内 

・東武日光線 下今市駅から 徒歩約 40 分 

・JR 日光線 今市駅から 徒歩約 35 分 

‐公共交通機関の利用をお勧めします。 

‐駐車スペースには限りがあります。 

車でお越しの方は必ずエントリーの際に下記にある連絡先までご連絡ください。 

 

3．スケジュール（予定） 

9:30  開場、受付開始 

11:00 トップスタート 

13:00 スタート閉鎖 

14:30 ファシュタ O 開始予定 

15:30 全コースフィニッシュ閉鎖 

 

 

4．競技情報 

◇競技形式 

個人によるポイントオリエンテーリング 

EMIT 社製電子パンチングシステム使用（My E-card 使用可能） 



 

◇使用地図 『日光例幣使街道』 

 ・2010 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成・2021 年修正 

・縮尺   1：10000  

・等高線間隔  5m 

・通行可能度 4 段階表示 

 

・テレインプロフィール 

標高 350～450m の比較的なだらかな尾根と浸食された急斜面の沢からなっている。浸食さ

れた水系には所々微地形もみられる。植生は全体的に針葉樹林が広がっており走行可能度 

はおおむねよいが、一部藪で覆われた箇所が存在する。テレイン内には中央に高速道路が

東 西に横断しており、北と南のエリアに分けられている。北エリアには耕作地が多くみら

れ、 南エリアではほとんどが山林であるが小径が多くみられる。また林業が盛んなため一

部伐採された箇所があり、テレイン内に植生界が多数存在する。  

 

（2009 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、リレー競技部門プログラム p.28 より引用） 

 

◇クラス 

クラス 優勝設定時間 参加資格 

MF1/WF1 35 分/35 分 2021 年度関東学連加盟員 

加盟登録 1 年目の男子/女子 

 

MF2/WF2 35 分/35 分 2021 年度関東学連加盟員 

加盟登録 2 年目の男子/女子 

 

MA/WA 30 分/30 分 2021 年度関東学連加盟員 

加盟登録 3 年目以降の男子/女子 

 

MB/WB 35 分/40 分 2021 年度関東学連加盟員 

加盟登録 3 年目以降の男子/女子 

MAC/WAC 30 分/30 分 一般参加者男子/女子 

MBC/WBC 35 分/40 分 一般参加者男子/女子 

※次のクラスは同一コースです。MA＝MAC、WA=WAC、MB=MBC、WB=WBC 

※優勝設定時間は変更する可能性があります。 

※男子がW クラスに出走することや、女子が Mクラスに出走することはできません。 

 



◇おまけ（予定） 

 優勝設定時間 参加資格 

第三回 関東学連ファシュタ O 15 分 2021 年度関東学連加盟員 

スプリントエクササイズ 1 分 制限なし 

 

・第三回 関東学連ファシュタ O 

スタート閉鎖後から表彰式前の時間を利用して関東一ファシュタの早い者を決めます。 

 

・スプリントエクササイズ 

誰でも参加できます。1 年生もぜひ上級生と戦ってください。 

・学校別対抗戦 

各大学の MF1/MF2/WF1/WF2 クラス出場者上位 3 名の合計タイムによる学校別対抗戦

を行います。 

 

◇表彰 

MF1/MF2/WF1/WF2 上位各６名 

MA/WA   上位各 3 名 

学校別対抗戦  男女上位各 1 校 

第三回関東学連ファシュタ O 男女上位各 1 名 

※B クラス、一般クラス、スプリントエクササイズの表彰は致しません。 

※ファシュタ O の表彰はなくなる可能性があります。 

 

5．エントリー 
◇エントリー 

・関東学連加盟員 

各大学の渉外担当者を通してお申し込みお願いします。学連 HP に掲載してある【エン

トリーシート（加盟員用）】を uofj.kanto〇gmail.com(〇→@) までご送信ください。 

・一般参加者の方々 

学連 HP に掲載の【エントリーシート（一般参加者用）】を uofj.kanto〇gmail.com 

(〇→@) までご送信ください。 

 

申し込みはメールにてのみ受け付けます。件名は「新人戦 2021 申し込み」として下さい。 

 

◇申し込み締め切り 

10 月 3 日（日）とします。メールを確認した後は必ず返信をするようにします。締め切り

の翌日までに返信がない場合はお手数ですが、アドレスを確認の上再送お願いいたします。 

 



◇参加費 以下のうち該当する分の合計となります 

参加クラス 参加費 

MF1/MF2/WF1/WF2 1500 円 

新人クラスのランオブ（上級生） 400 円 

MA/WA/MB/WB 2000 円 

MAC/WAC/MBC/WBC 2300 円 

ファシュタ O 400 円 

※E カードレンタルは＋300 円となります。 

※当日参加は＋500 円となります。 

※ファシュタ O のみの参加はできません。 

※スプリントエクササイズは無料（予定）です。 

 

◇振り込み先 

郵便振替口座加入者名 関東学生オリエンテーリング連盟 

口座番号       00140-2-160762 (ゆうちょ銀行) 

〇一九店 160762 

振り込みは 10 月 4 日（月）までを目安にお願いします。 

※通信欄には「大学名（所属クラブ名）、個人の場合は氏名」を明記してください。 

 

◇当日参加について 

すべてのクラスで当日参加が可能ですが、地図の枚数に限りがございますので、できる

だけ事前にお申込みください。 

 

◇新入生のランオブについて 

 本大会では、新入生クラスについて上級生のランオブをすることができます。ただし、

ランオブをされた新入生については参考記録扱いとなり、学校別対抗戦のタイムにも含

まれませんのでご注意ください。上級生の参加費は 400 円です。上級生が一般クラスに

出走してからランオブができるよう、スタート時刻において配慮を行いますので、エン

トリーシートにその旨を記入してください。 

 

 

6．注意事項 

・公序良俗に反する行為および大会運営への妨害とみなされる行為があった場合、本大会

への出場を停止、又は失格とすることがあります。 

・テレインおよび会場内は火気厳禁です。 

・自分で出したごみは必ず自分でお持ち帰りください。 

・民家や畑の敷地内に入らないでください。 



・樹木等を傷つけないでください。 

・地元の方へのあいさつをなるべく心がけてください。 

・参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損害について主催者はその責任を負いません。 

・本大会では保険に加入しません。必要な方は個人で加入してください。 

・お申込みいただいた個人情報は大会の目的以外には用いません。 

・参加費は基本的に返金致しません。 

・本大会の成績は LapCenter 上に掲載する予定です。大学または名前の掲載を希望しない

方は申し込みの際に併せてご連絡ください。 

 

 

7．新型コロナウイルス対応 

9 月初旬には多くの大学生がワクチン接種を始めていると思いますが、引き続き新型コ

ロナウイルス対策は、公益社団法人日本オリエンテーリング協会発行のガイドラインに準

拠して行います。 

http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_1.pdf 

http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_2.pdf 

 

参加者の皆様は以下のチェックリストをご確認の上、感染防止対策にご協力お願い 

いたします。 

http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_4.pdf 

 

◇開催可否 

 本大会の開催可否は大会 1 週間前の 10/10(日)までに一度判断します。以降も、情勢の

悪化などを理由に大会の開催が不適当と考えられる場合、中止とする可能性があります。

中止の場合、参加費は経費を差し引いて返金致します。 

 

◇感染症対策 

・体調が悪い場合、過去 14 日以内に感染が疑われる人との接触がある場合、過去 14 日以

内に海外から帰国した場合、参加を見合わせてください。 

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のインストールおよび運用を義務とし

ます。 

・競技中以外では、マスク着用をしてください。 

・こまめに手指の消毒、屋外でも人との距離を十分に取ることに留意してください。 

・応援は大声を出さず、グッズなどで工夫してください。 

・帰りがけの大人数での会食は控えてください。 

 

→「マスクを外して声を出す」時にリスクが格段に上がることを今一度意識して下さい。 

http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_1.pdf
http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_2.pdf
http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_4.pdf


 

8．お問い合わせ 

疑問・質問等ございましたら、お気軽に下記アドレスまでご連絡ください。 

uofj.kanto〇gmail.com（関東学連事務局 〇→@） 

 

 

〈要項 終わり〉 


