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2009 年度関東学連ミドルセレ 

＜プログラム＞ 

 

 

1. 概要 

【開催日】 

2009年12月13日（日） 

 

【開催地】 

栃木県日光市（競技会場 小百川桜公園） 

 

【主催】 

関東学生オリエンテーリング連盟 

 

【主管】 

2009年度関東学連ミドルセレ実行委員会（有志） 

実行委員長：青山弘毅（筑波大学 2004年度入学） 

＜連絡先＞ 

e-mail：kouki.aoyama■gmail.com（■→@）（実行委員長 青山） 

 

【会場】 

小百川桜公園 

 

【大会の流れ】 

9:45  開場 

10:00  受付開始 

11:00  競技開始 

13:06 地図返却開始 

14:40 ゴール閉鎖 

15:30 会場閉鎖 

 

 

2. 会場情報 

＜会場周辺地図＞ 
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・ ピンクの破線は『不動の滝（北）』範囲 

・ 駐車場有り（ただし、申込み時に申請した台数のみ駐車可） 

 

【アクセス】 

＜公共交通機関を利用する場合＞ 

・ 東武鬼怒川線「大桑駅」から約3.5km、徒歩約50分 

・ 東武日光線「下今市駅」から約10km  

・ 駅会場間をつなぐ公共交通機関は存在しません。タクシーの利用、相乗り、徒歩等の手段を利用して各

自会場までいらして下さい。 

・ タクシー情報 
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以下の情報はあくまで参考情報です。情報が間違っていた場合に運営者は責任を取る事はありません。必要

があれば各自確認を行ってください。 

■下今市駅 

会場までのタクシー料金：約2500円 

日曜8時位だと駅前にタクシーが並んでいるらしい。 

■大桑駅 

 マイナーそうな駅なのでおそらく事前連絡が必要 

 会場までのタクシー料金：回送料込みで約2000円 

■タクシー会社 

日光交通（株）今市営業所0288-22-0218 

   丸通ハイヤー 今市支店 0120-02-8899 

   今市タクシー（株） 0288-21-5211 

 

＜自家用車を利用する場合＞ 

・ 今市IC から車で20 分 

※ 今回駐車券の発行は行いません。申込み時に申請をされた方のみ会場駐車場への駐車を可能としま

す。 

※ 事前に申込みをされていない方で、会場駐車場への駐車を希望される方は必ず事前にご相談くださ

い。 

 

 

【会場】 

・ 原則として会場内の全ての設備は一般参加者優先で利用してください。 

・ 自動車は、係員の指示に従い「駐車場２」にとめてください。 

・ 駐車場南のゲートボール場では大会当日、地元の方がゲートボールイベントを行う予定です。ゲートボ

ールイベントの開催中は公園内の駐車場以南の地域には出来る限り立ち入らないようご協力お願いしま

す。 

・ 会場内に公式掲示板を用意します。競技上重要な情報が掲示される可能性があります。必ずご確認くだ

さい。 

・ 女子更衣所として1ｍ×1ｍ×1ｍ程度のサイズのテントを一つ用意する予定です。 

・ ゴミの持ち帰り・地元の方への挨拶を徹底してください。 

※2009年12月8日追記 

雤対策、着替え場所として会場にテントを設営する事が可能です。 

ただし、今回の会場は本来テント設営禁止の所、市のご好意で設営を許可していただいています。 

くれぐれも一般参加者の邪魔にならない様に、公園の端の方にひっそりと設営する様にしてください。 

また、使用後の現状復帰を徹底してください。 

※追記ここまで。 
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＜会場レイアウト＞ 

会場レイアウトは以下の通りです。 

 

 

【受付】 

・ 各大学(クラブ)代表者は受付にて参加者の人数分のバックアップラベルを受け取ってください。 

・ 振込み料金に不足のあるクラブの代表者は、受付時に不足分の料金をお支払いください。 

・ 当日申込みは行いません。 

※ 会場周辺にコンビニエンスストアは存在しません。食料･飲料は事前に手配してご来場ください。 

※ 会場のトイレは男・女とも参加人数に対して非常に尐なくなっています。事前にトイレを済ませて

から来場される事を“強く”おすすめします。 
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※ 会場敷地内での、今大会競技エリアを含むオリエンテーリングマップ及びそれに類する物の持ち込

み・閲覧を禁止します。それらの行為が確認された場合、学校単位の失格等の処分を行う可能性が

あります。 

 

3. 競技情報 

【競技全体の流れ】 

会場 

↓ 青白テープ誘導 徒歩10分 

スタート地区 

↓ 赤白テープ誘導 

スタートフラッグ 

↓ 

ラストコントロール 

↓ 赤白テープ誘導 

ゴール・地図回収 

↓ 紫白テープ誘導 

会場 

 

【スタート】 

・ スタート地区役員の指示に従ってスタートしてください。スタート後は赤白テープ誘導を辿ってスター

トフラッグまで向かってください。スタートフラッグが地図上の△の中心です。 

・ スタート地区からの防寒着の輸送は行いません。 

・ スタート地区付近に赤白テープで立ち入り禁止区域を設ける場合があります。立ち入り禁止区域には立

ち入らないようにしてください。 

・ 遅刻した場合、正規のスタート時刻から15分以内に役員に対し申告があった場合に限り出走を認めます。 

・ 遅刻者は遅刻者枠にて出走クラス、正規スタート時刻、氏名を役員に告げ、役員の指示に従ってスター

トしてください。なお遅刻者の競技時間は、原則として正規のスタート時刻にスタートしたものとして

計算します。 

 

【ゴール】 

・ 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。 

・ フィニッシュはパンチングフィニッシュです。フィニッシュユニットにパンチした時点がゴールタイム

として計測されます。 

・ ゴール後は地図とEカードの回収を行います。役員の指示に従ってください。 

・ 今大会では、特に男子セレクションクラスにおいてスタート時間が長時間にわたる為、参加者の健康へ

の影響を考慮して、ゴール地区での参加者の隔離は行いません。ゴール後順次会場へ戻ってください。 

・ ゴール地区から会場までは紫白色テープ誘導です。 

・ どのクラスの参加者も、ゴール後13:06分の選手権クラススタート終了まで、場所や相手に関わらず競技
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に関する情報を漏らすことを禁止します。これらの行為が発覚した場合には学校単位での失格等の処置

をとる場合があります。特に新人への指導は徹底してください。 

・ 14:40にゴール地区の閉鎖を行います。参加者は必ずこの時間までにフィニッシュを通過してください。

なお、自力でのフィニッシュ通過が困難な場合も、必ず何らかの方法でEカードを運営者に提出してくだ

さい。 

 

【競技形式】 

全クラス、個人によるポイントオリエンテーリング形式 

 

【通過証明】 

全クラス、EMIT社電子パンチングシステム（e-card）を使用 

 

【コース設定者】 

小見山斉彰（千葉大学 2005年度入学） 

 

【地図に関する情報】 

『不動の滝（北）』2005年 日本学生オリエンテーリング連盟発行 

縮尺1:10,000 等高線間隔 5m 走行可能度 4段階表示 

 

【テレインの概要】 

テレインは、04年度インカレミドル・リレーで使われた範囲である。標高約400～500mに位置し、比較的

なだらかな尾根と侵食された深い沢や急峻な斜面で構成されている。植生は手入れされた針葉樹林が広

範囲を占めており、見通しや走行可能度は非常に良好である。また、全域にわたって道や小道、小径が

発達しており、走行の障害となるような岩石地等も見られない。 

 

【コースプロフィール】 

本大会で使用する「不動の滝(北)」は緩やかな地形と急峻な地形が入り交じり、さらに穴や岩などの点状特

徴物が豊富に存在するテクニカルなテレインです。Ｅクラスのコースではこうしたテレインの特性を活かし

た、難易度の高いコース設定になっております。具体的には、緩斜面での方向維持能力、微地形への対応力、

急峻な地形や水径を上手く避ける小規模のルート選択が課題となります。また、テレイン全体に走りやすく

見通しの良い林が広がっているため、スピードも重要な要素となります。 

 

 

 

 

【コース情報】 

各クラスのコース情報は以下の通りである。 
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クラス コース距離 (km) 登距離 (m) 

ME / ME-C 3.2 210 

WE 2.5 170 

WA 1.7 100 

MF 1.7 85 

WF 1.6 80 

・ MA、WE-C、OMA、OWAクラスは申込者がいなかった為廃止しました。 

・ ME・WEクラスをミドルセレの選考対象クラスです。ただし、選考対象となるのは学連への加盟登録4年以

内の者に限ります。 

 

【競技時間】 

各クラスの競技時間を以下の通り設定し、これを超過した者を失格とする。 

クラス 競技時間 

ME、WE、WA、MF、WF 90分 

ME-C 60分 

 

【スタートリスト】 

プログラム本文の後ろにスタートリストを掲載しています。各自必ず確認の上、スタートリストに氏名

の掲載が無かった場合には、大至急、プログラム本文末尾の【問い合わせ先】まで連絡をお願いします。 

 

※スタートリストについてのお断り。 

今回のミドルセレクションでは、シード選手を設けないことといたしました。 

以下が理由となります。 

・そもそもシードを設けるのは、シード選手間でのみ公平性を図るため。 

・ミドルセレで最も公平性が重要となるのはボーダー周辺の選手間である。 

・トップ選手間で公平性を保つ必要は特に無い(ロングセレの様に選手権＝関東インカレを兼ねるものではな

いので誰がトップで通過しようが重要ではないため) 

 

【競技に関する重要な注意事項】 

※ 今大会では、特に男子セレクションクラスにおいてスタート時間が長時間にわたる為、参加者の健

康への影響を考慮して、ゴール地区での参加者の隔離は行いません。ゴール後順次会場へ戻ってく

ださい。 

※ どのクラスの参加者も、ゴール後13:06分の選手権クラススタート終了まで、場所や相手に関わらず

競技に関する情報を漏らすことを禁止します。これらの行為が発覚した場合には学校単位での失格

等の処置をとる場合があります。特に新人への指導は徹底してください。 
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4. 代表選手選考 

・ 本大会のME・WEクラスをミドルセレの選考対象クラスとします。 

・ ただし、選考対象となるのは学連への加盟登録4年以内の者に限ります。 

・ 選考の詳細 

男子通過者→Aエリート19名・Bエリート24名。 

女子通過者→Aエリート6名・Bエリート11名。 

 

ただし、現在(12月6日)の時点で各大学渉外に周知してある「推薦基準最終案(※１)」が採択された場合(※

２)は、推薦枠が以下のように設けられる。 

男子通過者→Aエリート18名＋推薦枠1名・Bエリート通過者22名＋推薦枠２名。 

女子通過者→Aエリート５名＋推薦枠１名・Bエリート通過者10名＋推薦枠１名。 

 

※１：この「推薦基準最終案」では、『推薦枠については現行の推薦基準を踏襲する』としている。 

 現行の推薦枠についての推薦基準は、以下の7条１項を参照のこと。 

 http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/media/bulletins/20090329-m-sel-kiyaku.pdf 

  ただし、この現行の基準では、女子Aエリートが推薦枠０となり推薦の主旨に著しく反するため、今回は暫定措置として、女子Aエ

リートについては推薦枠１枠を用意する。 

  ミドルセレの当日に、この暫定措置を規約化するか否かの決をとる予定とする、 

※２：この「推薦基準最終案」が採択されず修正された場合は、以上の推薦枠に若干の変動が生じる恐れがある。 

非採択の可能性等含めて、セレに先立ってなるべく渉外を通して情報を発信いたしますので、ご了承ください。 

 

 

5. その他 

【注意事項】 

○ 大会会場・テレイン近辺で地元の方に会った場合には“明るい”挨拶を徹底してください。 

 

○ 大会参加に当って、持ち込んだゴミは各自責任を持って持ち帰ってください。 

会場やテレインの周辺に、ゴミのひとかけらでも残していくような事が決して無い様にクラブ・個人単位で

の確認をお願いします。 

 

○ 参加者が自分自身或いは他人に与えた損害に対して主催者及び主管者は一切責任を負いません。 

  また、会場内での盗難等に関しても主催者及び主管者は責任を負いません。各自での管理をお願いしま

す。 

 

○ 本大会では主催・主管者側で傷害保険等に加入する予定はありません。また、大会中の怪我・不慮の事

故等に関して主催・主管者が責任を負う事は出来ません。各自健康状態・怪我に気をつけて自己責任での参

加をお願い致します。 

 

http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/media/bulletins/20090329-m-sel-kiyaku.pdf
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○ テレインへの立入禁止について 

大会当日まで、本大会参加者の「不動の滝（北）」への立ち入りを禁止します。立ち入りが判明した場合、

大学単位での失格とします。 

 

○ 調査依頼 

競技の結果に関して疑問がある場合は15:30までに会場の役員に調査依頼を行ってください。 

 

○ レンタルしたEカードを紛失・破損された場合には、1つにつき弁償金6000円を請求します。 

 

 

【問い合わせ先】 

e-mail：kouki.aoyama■gmail.com（■→@）（実行委員長 青山） 

 

 

（プログラム本文終わり） 

 

関東学生オリエンテーリング連盟からの重要なお知らせ 

ミドルセレのプログラムにお邪魔いたします。 

関東学連幹事長・矢野貴裕(東京大３)と申します。 

 今回のミドルセレに際して、関東学連に所属する加盟員の方々にお知らせがあります。 

 

というのも、関東学連にもOBOG会のようなものを作りたい！というお知らせです。 

 現在３・４年生の加盟員の方は、各大学の渉外をはじめとした方々を通して、このような話を耳にいれて

いらっしゃると存じまずが、発起人である私のほうからも直接にご説明させていただきたいと思います。 

 将来の関東学連の存亡のかかる(と言ったら大袈裟だと思われるかも知れませんが、真実です。)案件にな

りますので、これまで学連とか他大に興味関心が全くなかったという方も、ぜひ足を運んでいただけたらと

存じます。 

 説明に当たっては意見質問など全てのあらゆる発言を歓迎いたします！学連の在り方を実質的に決めてい

く話合いの場でもあると認識していただけたら幸いです。 

 場所・時間などはセレ当日の公式掲示板の隅の方に張り出させていただきます。「とりあえず話だけでも

…」という感じでも、「話つまらなかったら帰る」という方も、お気軽にお越しくださいませ！ 

 それでは失礼いたします。 

 


