
 

■概要                             

本大会は、2007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

(以下インカレロング)関東地区代表選手選考会(以下ロングセレ)並びに2007年度関東学生

オリエンテーリング選手権大会個人戦(以下関東インカレ個人戦)およびその併設大会です。 

日程：2007年6月24日（日） 雨天決行・荒天中止  

場所：栃木県矢板市 

会場：栃木県矢板市立西小学校（栃木県矢板市幸岡1498-1） 

主催：関東学生オリエンテーリング連盟 

主管：2007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東地区代表

選手選考会実行委員会（技術諮問委員会および有志） 

実行委員長：土井 慶紀（技術諮問委員会・早稲田大学2001年度入学） 

イベントアドバイザー：青木 博人（東京大学2000年度入学） 

協力：矢板温泉、㈱ミクニ 

 

■交通案内・周辺地図                      

●電車・タクシー 

最寄り駅は JR 宇都宮線「矢板駅」になります。矢板駅までは右記の時刻表を参照して

お越し下さい。 

矢板駅から会場までは、タクシーを利用して下さい。駅に役員等は配置しません。スタ

ートに遅れないよう余裕を持って来るようにして下さい。その際、混雑が予想されるため

乗り合わせを推奨します。なお、所要時間および運賃の目安は 15 分、1300 円程度です。 

 

 

●自家用車で来場される場合 

大会駐車場（東北自動車道「矢板 IC」より約 20 分）を利用できます。駐車場までは、

右記の周辺地図を参照してお越し下さい。駐車場から会場までは黄色テープ誘導約 10 分

になります。駐車場には余裕があるので、駐車券を申請していない方も利用できます。 

なお、違法駐車をした場合大学単位で失格となります。OB・OG の場合も同様とします。 

 
※１：全席指定の「快速フェアーウェイ」です。 

※２：矢板駅まで直通の電車です。 

 

 

藤田合同タクシー 0120-48-9125 

矢板ツーリング 0287-43-1234 

片岡交通 0120-78-0908 



■競技情報                           

●競技形式 

個人によるポイント OL 

●テレイン概況 

2006 年度の矢板インカレで使われたテレインです。標高 200-300m に位置し、地形はい

くつかの小さな山塊からなり尾根沢は比較的わかりやすいと言えます。斜面は若干急峻な

箇所も見られますが、標高差は大きくはありません。植生は全体的に走行可能度の良い針

葉樹林で占められていますが、広葉樹林も存在します。針葉樹林でも下草により走行可能

度が低下する箇所もありますが、走行の障害となる岩石地は見られません。山林内には小

道・小径が発達しており、テレイン内には一部、耕作地や民家も存在します。 

●使用地図 

2006 年度日本学生オリエンテーリング連盟作成「矢板幸岡」（ISOM2000 準拠） 

◇縮尺 1:15,000 等高線間隔 5m 通行可能度 4段階 

◇A4 横、0.08mm 厚ビニール袋封入済み 

●特殊な地図表記 

地図中に用いられている、ISOM2000 に規定されていない記号を以下に示します。 

 炭焼釜跡  小さな神社・小さな構造物・その他人工特徴物

 石碑 
 

ビニルハウス 

●コース設定者 

米谷 法子（技術諮問委員会・東京農工大学 2003 年度入学） 

●コース情報 

※ME/MEC クラスでは全体の 35%および 70%、WE/WEC クラスでは全体の 55%のところに

給水所を設けています。 

●パンチングシステム 

EMIT 社製電子パンチングシステムを使用します。 

●スタートリスト 

web 上に別掲してありますので、必ず確認して下さい。スタートリストに名前がない場

合は、大至急問合せ先まで連絡して下さい。 

 

●シード選手 

本選考会では競技の公平性の確保のためシード選手制を採用します。昨年度駒ヶ根イン

カレロングにて選手権クラス 20 位以内の選手をシード選手とし、シーディングされた選

手はスタート抽選において別扱いとなります。 

ME ：5 名 

青山 弘毅、海老 成直、小山 温史、早瀬 悠、茂木 堯彦 

WE ：6 名 

井手 恵理子、稲葉 茜、笠原 綾、豊田 安由美、畑岡 祥子、松永 真澄 

●競技上の注意 

◇競技時間は 150 分です。これを超過した場合は失格となります。  

◇e-card を所持していない選手は出走できません。  

◇借用した e-card を紛失・破損した場合は 3,000 円をいただきます。  

◇競技中に車の通行量の多い道路を横断する箇所がありますので、その際には十分気をつ

けてください。  

◇トラブルの原因となるので、地図上の立入禁止区域には絶対に立ち入らないで下さい。

特にテレイン中央の養鶏場には近づかないで下さい。 

◇テレイン内で怪我人を見た場合は、速やかに役員に知らせて下さい。怪我人の救助は競

技より優先して下さい。 

◇以上全ての項目、および電子パンチングシステムの使用法、地図表記などについての新

人への指導は、各大学内で徹底しておくよういお願いします。 

 

■インカレロング関東地区代表選手の選考について         
本大会の選考クラス ME 上位 18 名、選考クラス WE 上位 18 名（ともに後述の免除者を除

いた順位）をインカレロング関東地区代表選手とします。また、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競技者数及びその配分に関する規則の 2.2

項に基づき、茂木堯彦、井手恵理子をセレクション免除者とします。 

さらに、本選考会とは別に、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

ンス競技部門関東地区代表選手選考会実施基準第 9条に基づき、技術諮問委員会の推薦に

より選考クラス ME2 名、選考クラス WE2 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、本大会の選考クラスにおける上位者から順に繰り上

げるものとします。 

上記推薦申請は封書により受け付けます。文書の書式および送付先は、関東学連の web

ページを別途参照して下さい。締め切りは 7月 2日（月）（必着）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

ME/MEC 8.3km/up385m 70 分 WE/WEC 4.8km/up300m 55 分 

MA/M 3.2km/up150m 45 分 WA/S 2.4km/up115m 40 分 

MF 1.9km/up 45m 25 分 WF 1.8km/up 45m 25 分 



■当日の流れ                          

●8:30 開場 

◇公式掲示板を用意しま

す。プログラム配布後の

変更事項など重要な情

報を掲示しますので、必

ず確認して下さい。 

◇会場内にコントロール

の見本を用意します。 

◇会場の立入禁止箇所に

は立入らないで下さい。 

◇会場内は飲食禁止です。 

◇フィニッシュ地区は会

場内にあり自由に入る

ことが出来ますが、一度

入った場合 11:47 まで

フィニッシュ地区から

出ることは出来ません。 

◇会場でウォーミングアップをすることは

出来ません。 

●8:30 受付開始 

◇各大学の代表者は出走者全員分の誓約書

を提出して下さい。誓約書は web 上に掲

載してありますので、記入の上持参して

ください。誓約書と引換えに e-card、名

前ラベル、バックアップラベル、ディス

クリプションを配布します。一般の参加

者も同様に提出をお願いします。My 

e-card を使用される方は、自分の e-card

に名前ラベルを貼って下さい。 

◇ME および WE クラスの出走者にはナンバ

ーカードを配布しますので、胸に見える

位置に着けて下さい。ナンバーカードを

つけていない方は出走できません。なお、

ナンバーカードをつけるための安全ピン

は持参するようにお願いします。 

◇受付にてコンパスの貸出しを行っています。保証金として2000円をお預かりしますが、

コンパス返却時にお返しします。 

 

◇受付にて 11：00 まで併設大会の当日参加の申込を受け付けます。数に限りがあります

のであらかじめご了承下さい。 

MEC/WEC クラス 2,800 円 

M/S クラス 2,300 円 

※My e-card を使用される場合、200 円引となります。  

●9:00 優勝杯返還、レプリカ贈呈 

昨年度の関東インカレ個人戦の優勝者小山温史および米谷法子に対して、優勝杯返還と

レプリカ贈呈を行います。 

●10:00～12:30 スタート 

◇スタート地区までは青色テープ誘導

にて約 20 分です。スタート地区と会

場の間は自由に行き来することがで

きます。 

◇役員による会場への荷物輸送は行い

ません。 

 

スタート方法 

▼各自のスタート時刻の 3 分前になりましたら、入口のスタートユニットに e-card

をセット(アクティベート)してユニットのランプが点滅することを確認した上で、

スタート枠に入って下さい。もし点滅しない場合は直ちに役員に知らせて下さい。 

▼1分毎に一つ前の枠へ進んで下さい。 

▼スタート 1 分前に e-card を役員に提示し、再びをアクティベートさせて下さい。 

▼スタート 10 秒前に e-card をスタートユニットにはめ込み、スタートの合図と同時

に e-card を離し、地図を受け取ってから出走して下さい。計時はスタートの合図

から行います。 

▼スタートフラッグまでは赤白色テープ誘導です。スタートフラッグが地図上のスタ

ート記号(△)の中心です。  

▼なお、スタート地区の時計は現在時刻を指しています。 

▼遅刻については、ME/WE・MA/WA・MF/WF クラス、15 分以内の遅刻に限り出走を認め

ます。併設大会の遅刻出走は認めませんので、あらかじめご了承下さい。 

▼遅刻者は、遅刻者枠にて出走クラス、正規スタート時刻、氏名を申告し、役員に

e-card を提示して下さい。自分の地図を受け取り、役員の指示に従って出走して

下さい。遅刻者の競技時間は、正規の時刻に出走したものとして計算します。 

▼なお、本人に責がない場合はこの限りではありません。 

●10:00～15:00 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色テープ誘導です。  

◇パンチングフィニッシュです。フィニッシュのユニットにパンチした時点で正式な競技

時間が記録されます。  

◇フィニッシュは 15:00 に閉鎖します。参加者は必ず、この時間までにフィニッシュを通

過して下さい。なお、自力でフィニッシュを通過することが困難な場合も、何らかの方



法で e-card をフィニッシュに提出して下さい。提出がない場合未帰還者として捜索さ

れます。この場合運営および全体の進行の大きな支障となるため、必ず守るようお願い

します。また、各大学で新人への指導を徹底して下さい。 

◇会場内およびフィニッシュ地区にて速報を随時掲示します。ただし、速報は必ずしも正

式な記録ではありませんので注意して下さい。 

◇スタート前の参加者との接触を避けるため、11:47 までフィニッシュ地区から出ること

を禁止します。参加者でない方も、フィニッシュ地区に入場した場合同様とします。 

◇フィニッシュ地区開放後も含め、未出走の参加者には地図を見せないようお願いします。 

◇レンタルした e-card は各大学ごとにまとめ、15:30 までに受付に返却して下さい。 

●14:00 表彰式 

ME・WE クラスの各上位 6 名、MA・WA クラスの各上位 3 名、MF・WF クラスの各上位 6 名

および併設大会の各クラス優勝者を表彰します。 

●依頼申請 

調査および捜索依頼を受け付けます。15:30 までに受付の所定の用紙（調査依頼/捜索依

頼申請書）に記入して提出して下さい。 

 

■大会全般の注意事項                      
◇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、主催者・主管者はその責を負

いません。  

◇荷物管理は各自の責任で行って下さい。主催者・主管者は盗難の責を負いません。 

◇主催者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して下さい。 

◇大会当日、既存の O-map「矢板幸岡」、「矢板温泉」、「矢板合会」またはそれに類するも

のを持ち込むことは禁止します。所持が発覚した場合は、大学単位で失格とします。  

◇衣服などについた汚れを建物内に持ち込まないで下さい。 

◇万一会場内の備品を破損した場合は、大学単位でペナルティーを科します。 

◇公平性保持のため、競技情報伝達を目的とした携帯電話等の使用は一切禁止します。携

帯電話を使用する場合は、本部に許可を求めて下さい。 

◇大会後に忘れ物に気づきましたら、7月 8日（日）までに問合せ先まで連絡して下さい。

期日までに連絡の無いものは処分します。 

◇今後の矢板地区の継続的使用のため、地元の方への挨拶を励行して下さい。 

◇競技終了後の競技エリアへの立ち入りはいかなる理由があろうとも禁止します。 

◇各種注意事項を守れない場合は、大学単位で失格とします。 

 

■問合せ先                           
質問・相談等がありましたら下記問合せ先までご連絡下さい。できるだけメールでお願

いします。なお、連絡の際には間違いのないよう注意して下さい。 

◇土井慶紀 

電話番号：090-8347-0685 

メール：tactics_doi■yahoo.co.jp（■→＠） 
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