
関東学生オリエンテーリング連盟 

2016年度新人戦 兼 学年別対抗戦 

要綱 

概要 

開催日時：2016年 9月 13日（火） 雨天決行・荒天中止 

場所 ：栃木県日光市 

会場 ：ホテルファミテック 卓球場 

   栃木県日光市室瀬 456 TEL:0288-22-2309 

主催 ：関東学生オリエンテーリング連盟 

 

役員 

運営責任者 ：三浦 やよい（相模女子大学 2014年度入学） 

競技責任者 ：久野 元嗣 （千葉大学 2014年度入学） 

コースプランナー ：瀬川 出 （東京大学 2014年度入学） 

コントローラ ：村瀬 貴紀 （筑波大学 2012年度入学） 

 

 

タイムスケジュール： 

    9:00 開場、受付開始 

    10:30 事前申込受付終了 

    10:45 当日申込受付終了 

    11:00 トップスタート 

    13:30 スタート閉鎖 

    14:30 ファシュタ O出走 

    15:00 表彰式 

    15:30 ゴール閉鎖 

     

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。車でお越しの際は orange0921hm.05@gmail.com に事

前に連絡をお願い致します。 

 

 

 

TEL:0288-22-2309
mailto:車でお越しの際はorange0921hm.05@gmail.com


 

地図 url: https://goo.gl/maps/DrFcMzoMXZJ2 

 

・9:10、10:10に一回ずつ、ファミテックバスで下今市駅から会場への輸送を行います。 

一回に 30人程乗車出来ます。乗車時間は約 10分です。是非ご利用ください。 

 

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) 

 

・テレイン 

『日光例幣使街道』 

縮尺 1:10000 等高線間隔 5m 

通行可能度 4 段階表示、A4 横 

 

 ・テレイン概要 

テレインは、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、南エリアはほとんど

が山林であるが小径が多くみられる。 

(2009 年度インカレミドル・リレー要項より抜粋) 

  

https://goo.gl/maps/DrFcMzoMXZJ2


・クラス 

クラス 距離【km】 登距離【m】 優勝設定時間【分】 給水【％】 

MUF 3.8 110 35 85 

WUF 3.2 80 35 85 

MUA 3.9 150 30 なし 

WUA 3.3 110 30 なし 

MUB 2.6 60 35 なし 

WUB 2.6 60 40 なし 

MA 3.9 150 30 なし 

WA 3.3 110 30 なし 

MB 2.6 60 35 なし 

WB 2.6 60 40 なし 

 

・おまけ 

 距離【km】 登距離【m】 優勝設定時間【分】 

第一回関東学連ファシュタ O 2.8 95 15分 

  

 ※同一コースがございます。 

  MUA・WUA=MA・WA、MUB・WUB=MB・WBです。 

 

当日の流れ 

 ・会場及び受付について 

 ・開場は 9 時 00 分です。 

 ・会場レイアウトは会場入り口および公式掲示板に貼り出します。 

 ・事前申込をした各大学・クラブの代表者及び個人参加者は 10 時 30 分までにレンタル 

 E カード・バックアップラベルを大会本部の受付まで取りに来てください。あわせて、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。 

 ・レンタル E カードを受け取る際は、団体ごとにまとめてレンタル料（１枚２５０円）

 をお支払ください。 

 ・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。 

 ・配布用ディスクリプションは本部受付付近に用意してあります。各自お受け取りくださ

 い。 

 ・公式掲示板を大会本部受付付近に設置します。プログラム発行以後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。 

 ・会場入り口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。万一 E カードに動作不良があった場合はすぐに

 本部受付にご連絡ください。 



 ・当日申し込みの方は 10 時 45 分までに本部受付で申込を行い、スタート時刻の指定を

 受けてください。また、当日参加は出走可能な人数に限りがあり、クラスのご希望に添え

 ない場合があります。ご了承ください。 

 ・代走を希望される選手は、10 時 45 分までに会場本部受付までお越しください。 

 ・会場内は土足厳禁となります。泥を持ち込まないように十分注意をしてください。 

 ・トイレの数には限りがあります。トイレは来場前に予め済ませておくことを推奨します。 

 

・スタート 

 ・会場からスタート地区までは、青色テープ誘導 15 分です。 

 ・スタート地区にトイレはございませんので、会場で済ませてきてください。 

 ・スタート地区に給水をご用意しますが、量に限りがあるので、なるべく会場で済ませて

 きてください。 

 ・自分のスタート時刻の３分前になりましたら、E カードのアクティベートを済ませてか

 ら役員の指示に従って自分の出走するレーンのスタート 3 分前枠に入ってください。 

 ・スタート１分前になりましたら、役員の指示に従い E カードを提示して再度アクティ

 ベートをしてくださ 

 い。 

 ・スタート１０秒前になりましたら、E カードをスタートユニットにセットし、スタート

 の合図と同時に E カードを離して地図をとってスタートしてください。 

 ・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３０分に閉鎖します。閉鎖後のスタートは認められません。 

 ・スタート地区からのウィンドブレーカーなどの個人の所有物の輸送は行いません。 

 

 ・競技中 

 ・競技時間は１２０分です。この時間を超えてのゴールは失格となります。 

 ・競技中は全て赤白ストリーマーまたはオレンジ色のマーカー（小さなカラーコーンのよ

 うなもの）による誘導です。 

 ・ゴール閉鎖は 15 時 30 分です。全てのコントロールを通過していない場合でも、この

 時刻までには必ずゴールを通過するか、何らかの方法で E カードをゴール地区の役員に

 提出してください。未帰還者として捜索対象となる恐れがあるため、必ず守ってください。 

 ・F クラスは競技中会場付近を通過します。誘導があるのでそれに従ってください。誘導

 に従わなかった場合失格になる可能性があります。会場付近のレイアウトについては当日

 公式掲示板に掲示しますので、出走前に確認しておいてください。 

 ・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。怪我人の救助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。 

 

 ・ゴール 



 ・ゴールはパンチングフィニッシュです。ゴールユニットにパンチした時刻が正式なゴー

 ルタイムとなります。 

 ・ゴール後は役員の指示に従って通路を進み、確実に E カードのチェックを受けてくだ

 さい。E カードを提出できない場合は失格となります。なお、ゴールした順にチェックを

 行いますので、順番を抜かさないように注意してください。 

 ・ゴール後、地図の回収を行う場合があります。地図返却はスタート閉鎖後に行います。 

 ・最終コントロールからゴールまでは赤白ストリーマーによる誘導です。 

 

・競技終了後 

・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００分までに本部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、必ず本部受付まで連絡し

てください。 

 

・ファシュタ O 

・14：30にて、新入生、上級生の順に出走します。詳しくは大会当日の案内を御覧くださ

い。 

・ファシュタ O参加者は必ず前のレースで、計測センターにて Eカードのチェックを受け

てから出走するようにしてください。 

・ゴール閉鎖の 15:30までにゴールを通過するようにしてください。 

 

 

・表彰 

MUF,WUF  ：各上位 6位 

MUA,WUA  ：各上位 3位 

学校別対抗戦  ：優勝校（各大学の F クラス上位 3 名の合計タイムで決める） 

上級生学年別対抗戦 ：一位の学年上位 3位（各学年の MUA/WUA クラス、学年ごと

上位 3 名の合計タイムで決める） 

第一回関東学連ファシュタ O：各上位 3位 

 

注意事項 

 ・道路は広がって通行しないようにしてください。周辺の人の迷惑になります。 

 ・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・行政図を

 会場へ持ち込むことは禁止します。 

 ・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は、速やかに下記の問い

 合わせ先に連絡願います。 

 ・大会にて忘れ物をした場合には下記問い合わせ先までご連絡ください。ただし２週間経

 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、ゴール後の詮索は認めていませんので予めご了承ください。 



 ・主催者で傷害保険に加入していますが、万一のため保険証（コピー可）をお持ちくださ

 い。また、事故やけがをした方は必ず受付までお知らせください。 

 ・泥を会場内に持ち込まないよう注意してください。 

 ・会場内の備品を破損した場合は賠償していただく場合があります。 

 ・荷物の管理は各自で行ってください。盗難等の責任は主催者側では負いません。 

 ・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。 

 ・民家や畑、その他立入禁止区域には絶対に立ち入らないでください。また、上級生は新

 人への立ち入り禁止区域の教育を徹底してください。 

 ・地元の住民の方にあったら、どんなに疲れていても元気よく挨拶をしましょう。 

 ・樹木などを傷つける行為を行わないでください。 

 ・競技中の車両との接触には十分ご注意ください。 

・コンパスのレンタルも受け付けています。レンタルの場合、エントリーシートに必要な個

数をご記入ください。コンパスには数に限りがございますので、なるべく各クラブ・大学で

ご用意ください。コンパスの破損が確認された場合はお金をいただくこともあります。 

・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。 

・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。 

 ・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。 

 

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

お申し込みください。当日参加者は参加費が＋200 円となります。 ※第一回関東学連ファシュタ

Oは事前申し込みのみとさせていただきます。ご了承ください。 

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。 

orange0921hm.05●gmail.com(三浦●→@) 


