
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  

プログラム  

  

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（慶應義塾大学  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  

  

タイムスケジュール  

9：30   開場・受付開始  

10：30   受付終了  

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 スタート  

15：00   表彰式  

15：30   フィニッシュ閉鎖  

  

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。  

‐車でお越しの方でまだその旨をご連絡いただいていない方は、必ず事前に下記にある

連絡先までご連絡ください。  

  

3．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』  

 ・2021 年 日本学生オリエンテーリング連盟修正  

・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プログラムより引用）  

  



 

◇クラス  

クラス 距離 登距離 優勝設定時間 

MF1 3.4km 135m 26 分 

WF1/W15E 3.0km 85m 35 分/40 分 

MF2 4.3km 170m 30 分 

WF2/W18E 3.5km 110m 35 分/45 分 

MA/MAC 5.3km 240m 36 分 

WA/WAC 3.8km 130m 33 分 

M18E 4.8km 205m 40 分 

M15E 3.7km 125m 35 分 

MB/M18A 3.1km 110m 28 分 

WB/W18A 2.8km 105m 35 分 

W15A 2.1km 80m 30 分 

Fash1/2 2.5km 95~105m 16 分 

※競技時間は全クラス 150 分とします。必ず時間を守るようにお願いします。  

※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。  

  

◇コースプロフィール   

主に走行可能度の高いエリアを使用。一部クラスではハッチエリアなどの足場の悪い

エリアも使用している。  

  ・ファシュタ O  

    今年もファシュタ O にはパターン振りがあります！  

  



◇当日参加について  

当日参加クラス  参加費  

新人・中高生クラス 1500 円  

MA/WA/MB/WB  2000 円  

MAC/WAC/MBC/WBC  2300 円  

ファシュタ O  400 円  

※当日参加は＋500 円としておりましたが、今回は料金据え置きとします。 

※当日参加用の地図枚数には限りがございます。ご了承ください。  

※E カードレンタルは＋300 円となります。  

※ファシュタ O は 400 円で当日参加が可能です。地図には限りがございますが、ぜひご参

加ください！  

※ファシュタ O のみの参加はできません。  

  

◇学校別対抗戦  

各大学の MF1/WF1、MF2/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。 

各クラスに 3 名以上出走している大学が対象です。  

  

◇表彰  

MF/WF      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 

第二回関東学連ファシュタ O       男女上位各 1 名  

※一般クラス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。  

  

◇ゼッケン 

  本大会では演出の関係上、MF,WF の参加者にゼッケンの着用をお願いします。当日会場

にゼッケン用紙を準備しますので受付の際にお取りいただき、各自スタート時刻を表す 4 

桁の数字をマジック等で大きく記入してください。(12:34→1234)  

※ゼッケンはシャツの前側に安全ピン等で固定してください。  

※各大学でマジック等を持参することを推奨します。   



4．当日の流れ  

◇受け付けについて  

・会場、受付開始は 9 時 30 分です。  

・事前申し込みをした各大学・クラブの代表者および個人参加者は、10 時 30 分までに  

レンタル E カード、バックアップラベル、新人戦用ゼッケンを大会本部の受付まで取

りに来てください。併せて、欠席者があった場合には同時刻までに欠席連絡を行って

ください。代走を希望される選手も同様です。  

・当日申し込みの方は 10 時 30 分までに受付で申し込みを行い、スタート時刻の指定を

受けてください。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、希望クラスに出走できない場合がございます。当日申し込みの方の記録

も正式記録として扱います。  

・受付にてコンパスのレンタルを行いますが、数に限りがございますのでできる限り各

団体でご用意ください。  

・公式掲示板を大会受付付近に設置します。プログラム発行以降の情報はこちらに掲載

されますので、各自で確認してください。  

・スタート誘導開始地点付近にアクティベートユニットを用意しています。スタート地

区に向かう前に必ず各自で動作確認をしてください。万が一 E カードに動作不良があ

った場合には、すぐに受付にご連絡ください。  

  

◇会場について  

 ・会場は基本青空会場ですが、荷物置き場+受付として卓球場を用意します。  

 ・女子更衣室はファミテックの会議室をご利用ください。  

  

◇スタート  

・会場からスタート地区までは黄色スズランテープ誘導徒歩 20 分です。  

・スタート地区には給水を用意します。  

・スタート時刻の 3 分前になりましたらアクティベートを必ず済ませてから役員の指示

に従い自身の出走するレーンの 3 分前枠にお入りください。  

・スタート地区からスタートフラッグまでは赤白ストリーマーによる誘導です。  

・スタート時刻に遅刻してしまった競技者は、スタート地区の役員に申し出て、その指

示に従ってください。遅刻枠からの出走が可能です。競技者の責任による遅刻の場合

は正規のスタート時刻からの計時となりますが、それ以外の場合にはその限りではあ



りません。なお、スタート地区は 13 時 00 分に閉鎖します。閉鎖後のスタートは認め

られません。  

・スタート地区から会場までの荷物輸送は行いません。  

  

◇競技中  

・競技中の全ての誘導は赤白ストリーマーによるものです。すべてのクラスにおいて会場

付近を通過します。誘導があるので必ずそれに従ってください。  

・競技中に怪我をした場合、または怪我人を発見した場合には、お近くの運営役員まで

至急お伝えください。怪我人の救護は何よりも優先されます。競技の安全性維持のた

めにもご協力お願いします。  

・競技中、一般の方との接触にはくれぐれもご注意ください。  

  

◇フィニッシュ  

 ・最終コントロールからフィニッシュまでは赤白ストリーマーによる誘導です。  

 ・フィニッシュはパンチングフィニッシュです。  

 ・フィニッシュ後は役員の指示に従い、計センを必ず通ってください。  

 ・フィニッシュ後、一部クラスでは地図回収を行います。  

 ・フィニッシュ閉鎖は 15 時 30 分です。この時間までに必ず計センを通すようにしてくだ

さい。 

 

◇競技終了後  

 ・競技終了後、テレイン内への再入山を認めます。レースの復習等にご活用ください。

但し必ず上級生を伴い、また表彰式開始時刻である 15 時までに会場に戻るようにお

願いします。   

 ・スタート閉鎖後に欠席者分の地図配布を順次行います。大学単位でまとめてお渡しし

ますので、代表者が 15 時 30 分までに受付へお越しください。 

・15 時 30 分の時点で未帰還者がいる大学・クラブの代表者は、必ず受付まで連絡して

ください。  

  

◇ファシュタ O  

 ・ファシュタ O スタート時刻は 14 時 30 分を予定しておりますが当日の流れによって時

間が前後する場合がございます。  



 ・ファシュタ O のスタートは会場すぐ横になります。スタート 15 分前ごろに会場でアナ

ウンス流すのでその指示に従ってください。  

 ・ゴール閉鎖時刻の 15 時 30 分までに必ず計センを通るようにしてください。  

 ・計時を行います。  

  

5．注意事項  

・原則として競技以外でのマスク着用を義務とします。 

・大会当日、会場内への O-map『日光例幣使街道』および該当範囲の地形図・行政図の 

持ち込みを禁止します。   

・レンタル E カード、コンパスを紛失した際には実費を請求いたします。   

・エントリーしたにも関わらずスタートリストに名前がない場合には、至急下記問い合わ

せ先までご連絡ください。   

・大会にて忘れ物をした場合には、大会後下記問い合わせ先までご連絡ください。ただ

し、 2 週間たっても連絡がない場合、当方にて処分させていただきます。なお、テレイ

ン内 での物品紛失について、フィニッシュ後の捜索は認めませんので予めご了承くださ

い。   

・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。   

・お支払いただいた料金はいかなる場合も返金いたしません。ご了承ください。   

・本大会の成績は LapCenter 上に掲載する予定です。名前・所属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。  

  

６．お問い合わせ  

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→@）  


