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2016年度日本学生オリエンテーリング大会選手権大会 

ロング・ディスタンス競技部門関東地区代表選手選考会  

 
1． 概要 

  日時   2016年 7月 3日（日）雨天決行・荒天中止 

  場所   埼玉県飯能市・東京都青梅市 

  会場   飯能市立加治東小学校 

  後援   飯能市教育委員会 

  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） 

  主管   2016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 

 実行委員長 福井 悠太（東京大学 2012年度入学） 

 コースプランナー 村瀬 貴紀（筑波大学 2012年度入学） 

 イベントアドバイザー 野本 圭介（筑波大学 2011年度入学） 

 

２．交通案内 

西武池袋線元加治駅下車 会場まで徒歩 15分 

  ＊会場に駐車場があります。駐車場の利用に関する申し込みの必要はございません。 

 

３．競技情報 

 競技形式 

ポイントオリエンテーリング ロング・ディスタンス競技 

EMIT社製電子パンチングシステムを使用（My E-cardの使用可能） 

 競技開始時刻 

10時 30分を予定しています。詳細は後日発表のプログラムをご覧ください。 

 地図 

 ME／WE，MEC／WEC, 北信越 ME／WE，北信越 MEC／WEC 

『七国峠』2010年多摩オリエンテーリングクラブ作成 2012年修正） 

縮尺 1:15,000  等高線間隔 5m  走行可能度 4段階 

 その他のクラス 

『七国峠飯』2010年多摩オリエンテーリングクラブ作成 2012年修正） 

   縮尺 1:10,000  等高線間隔 5m  走行可能度 4段階 

 テレイン概要(2010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プログラムより抜粋) 

本大会で使用するテレインは、埼玉県飯能市、東京都青梅市にまたがる丘陵地です。 

  テレイン内は、比高30～80m の比較的急峻な尾根、沢が複雑に入り組んでおり、主要な尾根線・沢  



線には概して道が発達しています。 

  植生は杉の人工林が多くなっており、杉林は手入れされていますが、枝打ちなどにより明るい部分  

には、下部植生が発達しています。 

 クラス 

クラス 優勝設定時間 参加資格 

ME／WE 70分／55分 
選考クラス。2016 年度関東学連加盟員、加盟登録 4 年

以内の者。 

MA／WA 40分／30分 一般クラス。2016年度関東学連加盟員。 

MF／WF 30分／30分     
新人クラス。2016 年度から新規加盟登録を予定してい

る者。 

北信越ME／WE 70分／55分 
選考クラス。2016 年度北信越学連加盟員、加盟登録 4

年以内の者。 

MEC／WEC 70分／55分 
併設クラス。特に制限は設けない。 

北信越 MEC／WEC 70分／55分 

MAC／WAC 40分／30分 併設クラス。特に制限は設けない。（2016年度北信越学

連加盟員で選考クラスに参加しない者も含む） MFC／WFC 30分／30分 

HS-sele／JHS-sele 40分／30分 インターハイセレクションクラス。 

 複数クラスに参加することは出来ません。 

 関東／北信越学連加盟員のみ参加可能なクラスでは、異なる性別のクラスに参加することは出来

ません。 

 優勝設定時間は、学生トップレベルを想定しています。 

 多くの参加者が見込まれるため、当日申し込みはありません。必ず事前にお申込みください。 

 次のクラスは同一コースです。ME=MEC, WE=WEC, 北信越ME=北信越MEC, 北信越WE=北

信越WEC, MA=MAC, WA=WAC, MF=MFC, WF=WFC 

 HS-sele（高校生対象）と JHS-sele（中学生対象）クラスは 9 月に行われるインターハイのセレ

クションクラスとなります。セレクションに参加する場合は該当クラスに出場してください。 

 参加者の人数によっては 2レーン制を採用する可能性があります。その場合、関東インカレを見

送ることも考えられます。5/21の総会後に関東インカレの開催について、関東学連の方から連絡

させていただきます。 

 

４．関東地区代表選手選考 

  日本学生オリエンテーリング連盟からの正式な通過人数、免除者の発表後、2016年度日本学生オリ  

エンテーリング大会選手権大会ロング・ディスタンス競技部門関東地区代表選手の選考会と推薦に

おける通過人数を発表します。 

 

５．申し込み 



申し込み代表者は各学連ホームページからエントリーシートをダウンロードし、情報の記入が完了

したエントリーシートをメールに添付して下記申し込み先（高田）まで送信してください。折り返

し、確認のメールを返信いたします。 

3日経っても返信がない場合は下記問い合わせ先（福井）まで別途連絡してください。 

 関東／北信越学連加盟校 

 エントリーシートの記入 

「代表者情報」に、大学名、申し込み担当者の氏名および連絡先を記入してください。また、全

ての参加者の氏名、参加クラス、学連登録年数、My E-cardナンバー（使用する場合）を記入し

てください。エントリーシート記入後は、ファイル名に大学名を追記してください。（例：

2016longsele_entrysheet_○×大学.xls） 

メールの件名は【エントリー】○○大学 

     【併設エントリー】○○大学/個人で申し込む場合は個人名 

    としてください。 

 参加費の振り込み 

下記記載の口座に６月 13日(月)までに、申し込み代表者の名義で振り込んでください。備考欄

に大学名、クラス別参加人数、レンタル E-card 使用人数を記入してください。振り込み手数料

は各大学で負担してください。 

 併設クラス参加者 

 エントリーシートの記入 

「代表者情報」に、所属名、申し込み代表者の氏名及び連絡先を記入してください。また、全て

の参加者の氏名、参加クラス、My E-card ナンバー（使用する場合）を記入してください。個人

申し込みの場合エントリーシートを使用せず、メール本文に記入して送信しても構いません。 

 参加費の振り込み 

下記記載の口座に６月 13日(月)までに、申し込み代表者の名義で振り込んでください。備考欄 

に大学名、クラス別参加人数、レンタル E-card使用人数を記入してください。振り込み手数料は

申込者で負担してください。 

 参加費 

     関東／北信越学連加盟員             併設クラス参加者 

参加クラス 参加費  参加クラス 参加費 

ME／WE 1200円  MEC／WEC 3000円 

北信越ME／WE 1500円  北信越MEC／WEC 3000円 

MA／WA 1200円  MAC／WAC 2000円 

MF／WF 500円  MFC／WFC 1000円 

   HS-sele／JHS-sele 1000円 

 関東学連から補助金が出ているため、学連によって参加費が異なります。 

 レンタル E-card使用の場合は上記参加費から 250円増となります。 

 一度納入された参加費は如何なる理由によっても返金いたしません。 

 諸注意 



 申し込み締切日は 6月 12日(日)です。 

 申し込みは「メールの送信」と「参加費の振り込み」を以って完了とします。6 月 14 日（予定）

に関東学連ホームページにてエントリーリストを公開する予定ですので確認してください。 

 メールでの申し込みが困難な場合は、下記問い合わせ先（福井）まで電話で相談してください。

別途対応いたします。 

 今年度は学生新人クラスの申し込み締め切りも 6月 12日(日)とします。 

 申し込み先、振り込み先 

 

申し込み担当者 高田 奈緒 

申し込み担当者連絡先 kanto.longsele2016◆gmail.com（◆→@） 

金融機関名 

支店名 

店番号 

口座番号 

名義 

三菱東京UFJ銀行 

永福町支店 

３４７ 

普通 ００６４３２６ 

ナガトモユウ 

 

６．その他 

 テレインへの立入禁止 

    本選考会で使用する『七国峠 2010』をクローズテレインとし、本選考会参加予定者はテレイン内の

山中への立ち入りを大会当日まで禁止します。 

以上の点について違反した場合、大学単位で失格とすることがあります。 

 誓約書（関東／北信越学連加盟校のみ）  

各大学代表者は、各学連ホームページから「2016年度ロングセレ誓約書」をダウンロードし、大学

内の参加者全員が署名した用紙を大会当日に受付まで提出してください。誓約書が提出されなかっ

た場合は出走を認めないことがあります。 

 プログラムおよび成績表 

プログラムおよび成績表は後日関東学連ホームページにおいて発表します。紙媒体でのプログラム

および成績表の発行は行いません。 

 個人情報 

本大会において申し込まれた個人・団体の情報は本選考会運営用途のみに使用し、目的外に使用す

ることはありません。 

 

７．お問い合わせ 

実行委員長 福井 悠太 

メールアドレス yuta_apple369 ◆yahoo.co.jp（◆→@） 

電話番号 090-4469-5412 

  可能な限りメールでお願いします。返信は上記 PCメールアドレスからになります。 

  ただし、選考会前日から当日に関しては終日電話での連絡をお願いします。 


