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2016年度 日本学生オリエンテーリング選手権大会 

ミドル・ディスタンス競技部門 

関東地区/北海道・東北地区代表選手選考会 
 

プログラム 

発行日:2016年 12月 10日(土) 

発行責任者:田中 基士 

【開催日】 

   2016年 12月 18日(日) 

【開催地】 

   栃木県日光市 

【会場】 

   所野コミュニティーセンター及び日光運動公園ちびっこ広場（青空会場） 

【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) 

   北海道・東北学生オリエンテーリング連盟(以下、北東学連とする) 

【主管】 

   2016年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル・ディスタンス競技部門、

関東地区および北海道・東北地区代表選手選考会実行委員会 

・実行委員長：木所 佑斗（東京工業大学 ２０１２年度入学） 

・運営責任者：田中 基士（横浜市立大学 ２０１２年度入学） 

・競技責任者：衣川 浩輔（一橋大学 ２０１２年度入学） 

・コース設定者：原田 龍馬（東北大学 ２０１２年度入学） 

・イベントアドバイザー：中井 智規（東北大学 ２００８年度入学） 

【目次】  

1.交通案内 

2.競技情報 

3.代表選手選考 

4.当日の流れ 

5.注意事項 

6.問い合わせ先 

 

 

 

 

 



2 

 

1.交通案内                                         

【会場】 

〒321-1421 日光市所野 2832番地 2 

   所野コミュニティーセンター及び日光運動公園ちびっこ広場（青空会場） 

   ※所野コミュニティーセンターは女子更衣のみで基本的に青空会場になります。 

【駐車場】 

   ・大谷川河川敷駐車場 

   〒321-1422 栃木県日光市宝殿 66 

※日光市営上鉢石駐車場（〒321-1401 栃木県日光市上鉢石町 上鉢石町 1101-2）

も利用可能です。ただし、会場まで徒歩 40分(約 2.5ｋｍ)です。 

【会場へのアクセス】 

(電車でお越しの場合) 

   東武日光駅、JR日光駅より徒歩約 20分(約 1.5km) 

   ※駅から会場までのテープ誘導はございません。 

(車でお越しの場合) 

   ・駐車場まで 

日光宇都宮道路 日光インターより約 3分(約 1km) 

   ・駐車場から会場まで 

   大谷川河川敷駐車場より徒歩約 13分（約 1km） 

 

 

 

【注意事項】  

大会当日、日光市駅伝大会が行われている都合上、上記駐車場以外は使用しないでくだ

さい。万が一、両駐車場が満車の場合は有料駐車場を利用してください。会場前での同乗

者の乗降は許可しますが駅伝大会による交通規制にご注意ください。近郊からの参加者は

極力電車でお越しください。 

駐車場 

 

会場 
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2.競技情報                                       

【競技形式】 

   ポイント・オリエンテーリング ミドル・ディスタンス競技 

【通過証明】 

   EMIT社製電子パンチングシステム(E-card)を使用。 

【使用地図】 

  「日光所野２０１４」（2013年日本学生オリエンテーリング連盟作成、2016年一部修正） 

縮尺 １：１００００ 等高線間隔 5ｍ 走行可能度 4段階表示 

【テレインプロフィール】 

テレインは標高 500～650m に位置する山塊である。急峻な尾根と緩斜面の地形、浸食

により形成された深い沢が混在しており、地形の変化への対応が求められる。全体的に植

生は良好だが、一部倒木や下草により通行可能度が低下する箇所があり、ミクロなルートチ

ョイスが求められる。（2012年インカレミドル・リレープログラムより引用） 

【コースプロフィール】 

トップスピードを維持しつつ緩斜面での正確なナビゲーション、微地形での細かいコンパスワ

ークなどの高い技術力に加え、急峻な尾根沢を乗り越えるための登坂力を試すコースとな

っている。テレイン内の視界・足場は良好だが、倒木や下草がやや発達している箇所があり、

適切なルートチョイスが求められる。1つのミスでセレクション通過の明暗が分かれるだろう。 

【クラス情報】 

クラス 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間(分) 

選考クラス 関東 Ms1 4.1 265 35 

関東 Ms2 4.1 270 35 

関東 Ws 3.0 170 35 

北東 Ms 4.0 255 35 

北東 Ws 2.7 135 35 

学生一般クラス MA 2.3 115 30 

WA 1.9 90 30 

MF 1.9 70 30 

WF 1.2 55 30 

チャレンジクラス MsC1 4.1 265 35 

MsC2 4.1 270 35 

MsC3 4.0 255 35 

WsC 3.0 170 35 

MAC 2.3 115 30 

WAC 1.9 90 30 
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関東 Msは、参加者の人数が多かったため、2 クラスに分割しました。 

※クラス情報は変更になる場合がございます。当日、公式掲示板に掲載いたしますので必

ずご確認ください。 

※MsC もレーン分けを行っております。必ずスタートリストで自分の走るレーンを確認してくだ

さい。 

 

なお、関東 Msのクラス分割は、日本学生オリエンテーリング選手権ミドルディスタンス競技

関東地区代表選手選考会実施基準第 8条に従い、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(インカレロング)の選手権クラスを参考に、以下

の方法で行っております。 

① インカレロング選手権クラス出場者を、各クラス均等に配分 

② 同大学の選手を、各クラス均等に配分 

③ 各クラスの同一スタート時刻の選手を、抽選で各レーンに配分 

この結果、クラスごとに「インカレロング選手権クラス出場者」の偏りがなくなり、同一大学所 

属の参加者は各クラス半々に割り振られました。また、レーンとクラスは別物であり、同じレ

ーンからの出走でも違うクラスである可能性があります。 

3.代表選手選考                                                     

日本学生オリエンテーリング連盟技術委員会の発表と、日本学生オリエンテーリング選手権大

会ミドル・ディスタンス競技部門関東地区/北海道・東北地区代表選手選考会実施基準に基づ

き、以下の方法で 2016年度インカレミドル関東地区/北海道・東北地区代表選手を選考しま

す。 

【免除】 

   以下の者は、2016年度において、日本学生オリエンテーリング選手権実施規則第 4条第

1項の参加規定を満たす場合、地区学連枠とは別に出場資格を得るため(配分規則 2.3)

セレクション免除者とします。 

   (参照:日本学生オリエンテーリング連盟発表文書「2016年度インカレミドル・ディスタンス競

技者配分について」) 

   男子 稲森 剛（横浜国立２）                女子 山岸 夏希（筑波２） 

【本選考会における選考】 

   上記免除者および各学連の推薦者を除き、選考クラスより、下記の人数を選考します。た

だし、選考対象となるのは学連加盟登録 4年以内の者に限ります。 

出場枠 関東学連 北東学連 

男子 22 12 

女子 14 3 

※関東学連男子は各クラスの上位 11名ずつを選考します。 
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【推薦】 

推薦は、各地区学連の規約および決定に従い下記の通りとします。各地区学連の決定に

変更がある場合はそちらに従ってください。 

＜関東学連＞ 

日本学生オリエンテーリング選手権ミドル・ディスタンス競技関東地区代表選手選考会に

伴う推薦立候補に係る規約第 4条に基づき、推薦により 

男子 2名                    女子 1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、本選

考会の選考クラスにおける競技結果の上位者から順に繰り上がるものとします。 

    ＜北東学連＞ 

    推薦は実施しません。 

 

4.当日の流れ                                             

【タイムスケジュール】 

   9:00   開場・受付開始 

  10:50   トップスタート 

  13:30   スタート閉鎖 

  14:00   地図販売開始 

  15:00   フィニッシュ閉鎖 

  15:30   調査依頼・捜索依頼提出締切 

  16:00   会場閉鎖 

 

【テープ誘導】 

区間 テープの色 

会場～スタート地区 赤色テープ 

競技中における誘導 赤白テープ 

フィニッシュ～会場 青色テープ→赤色テープ 
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★会場・受付 

【会場レイアウト】 

 

 
           

【公式掲示板】 

会場内に設置いたします。重要な情報を掲載いたしますので、必ずご確認ください。 

 

【トイレ】 

所野コミュニティーセンター、会場公園内のトイレが使用できます。数は少ないですので、事

前に済ませて頂くようにお願いします。 

 

【女子更衣室】 

会場の所野コミュニティーセンターの 2階大会議室が女子更衣室となります。更衣のみとし

てご利用ください。更衣室の利用は 9：00から 15：30までとします。所野コミュニティーセン

ターの今年の大掃除は終わっており、きれいに使うように指導されています。今後も周辺地

域との良好な関係を築くためにも、きれいに使用するように配慮をお願いします。 

 

【ウォーミングアップエリア】 

会場内にウォーミングアップエリアは設けません。会場～スタート地区間をご利用ください。 

 

【レンタルカード、バックアップラベルの配布】 

受付にて、レンタル E-card、バックアップラベルを配布しますので大学ごとに取りに来てくだ

さい。 

 

【コンパス貸出し】 

コンパスの貸出しを受付にて行います。保証金として¥2,000 をお預かりしますが、コンパス

返却時に返金します。スタート地区での貸出しは行いません。 

 

 

 

受付、荷物置き場 

女子更衣室(2階) 

（9：00～15：30） 

トイレ 

スタート地区へ 

トイレ 
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★スタート（10：50〜13：30）  

【会場からスタート地区まで】 

赤テープ誘導徒歩約 30分です。 

 

【スタート給水】 

スタート地区に給水を設置します。ただし分量に限りがございますので、オフィシャルのいる

大学は、基本的にはオフィシャルによる給水をお願いします。 

 

【スタート方式】 

↑スタートフラッグ 

      1分前枠 

      2分前枠 

      3分前枠 

レーン 1 レーン 2 レーン 3 レーン 4 レーン 5 遅刻枠  

関東 Ms 関東 Ms 関東Ws 北東 Ms 北東 Ws   

  MA/MF  WA/WF   

MsC1 MsC2 MsC3 WsC MAC/WAC   

  

3分前 

アクティベートユニットに E-cardをセットし、ユニットのランプが点滅することを確認した上で、枠に

入ってください。もし点滅しない場合は役員にお知らせください。 

2分前 

1つ前の枠へ進んでください。 

1分前 

さらに 1つ前の枠へ進み、役員の指示に従ってください。 

10秒前 

E-card をアクティベートユニットにセットしてください。 

スタート 

チャイマーの合図と同時に E-card をユニットから離し、地図を取ってスタートしてください。 

スタート後 

スタート地区からスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。スタートフラッグが地図上のスター

ト記号（△）の中心です。 

 

【遅刻した場合】 

遅刻者は遅刻枠からの出走となります。その場合、スタート時刻は役員が指定します。競技

時間はスタートリスト記載の正規時刻に出走したものとして計算します。ただし、本人に責が

ない場合はこの限りではありません。なお、スタート閉鎖時刻である 13：30 以降の出走はで

きません。 

 

【ウィンドブレーカー輸送】 

オフィシャルのいない大学やチャレンジクラス参加者を対象に、スタート閉鎖後に会場へ輸

送します。オフィシャルのいる大学は、オフィシャルによる輸送をお願いします。 

 

【スタート閉鎖】 

スタート地区は 13：30 に閉鎖します。それ以降はいかなる理由でも出走できません。 
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★競技中 
【テープ誘導】 

スタート地区～スタートフラッグ、最終コントロール～フィニッシュ間は、ともに赤白テープ誘

導です。 

 

【競技時間】 

競技時間は 90分です。これを超過した場合は失格となります。 

 

【怪我人を発見した場合】 

怪我人を発見した場合は、速やかに場所・状況等を役員にお知らせください。 

怪我人の救助は競技よりも優先させてください。 

なお、怪我をして役員から直接処置を受けた場合、失格となりますのでご注意ください。 

 

【給水】 

レース中の給水はありません。 

 

★フィニッシュ 

【フィニッシュ方式】 

パンチングフィニッシュです。E-card をフィニッシュユニットにパンチした時刻がフィニッシュ

時刻となります。 

 

【E-card の読み取り】  

フィニッシュした順番を崩さずに、役員の指示に従って読み取り場所まで進んでください。読

み取りはフィニッシュ付近で行います。E-card の読み取りを忘れた場合は失格となります。

なおレンタル E-card の回収はフィニッシュで行います。 

 

【地図回収】 

選考クラスラストスタート時刻12：52までにフィニッシュした場合、地図を回収します。フィニ

ッシュ地区に用意されているマジックで大学名・氏名を記載し、回収場所に入れてください。

回収した地図は、会場にて返却します。 

 

【フィニッシュ閉鎖】 

フィニッシュ地区は 15：00に閉鎖します。参加者は、フィニッシュを通過せずに会場に戻った

場合は必ず受付でその旨を申し出てください。確認できなかった場合は、未帰還者として捜

索の対象になります。 

 

【競技情報伝達の制限】 

オフィシャル・フィニッシュ後の選手が、スタート閉鎖時刻まで競技関連情報のやりとりを行

うことを禁止します。行った場合、所属大学全体を失格とする場合があります。特に新人へ

の指導は徹底してください。 

なお、本選考会ではフィニッシュ後の選手の隔離措置は行いません。 
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★競技終了後 
【レンタル E-cardの返却】 

レンタル E-cardは計センにて回収します。紛失・破損した場合、実費をいただきます。 

 

【コンパスの返却】 

受付から借りたコンパスは、15:30までに受付に返却してください。 

 

【成績速報】 

成績速報は、選考クラスラストスタート以降順次掲⽰します。なお速報掲示の位置について

は、当日公式掲示板でご確認ください。 

 

【依頼申請】 

調査及び捜索依頼を受付にて承ります。15:30までに、受付の所定の用紙（調査依頼／捜

索依頼申請書）に必要事項を記入の上、提出してください。 

調査依頼の受付後、競技責任者が調査の上、公式掲示板に回答を掲載いたします。調査

依頼の回答に不服の場合は、提訴を受け付けます。ただし、提訴は調査依頼回答後15分

以内に行ってください。裁定委員が提訴内容を審査のうえ裁定を下し、その判断が最終的

なものとなります。なお裁定委員は当日公式掲示板にて掲示いたします。 

 

【地図販売】 

14:00以降に地図販売を行います。地図に限りがあるので、その点はご了承ください。 

 

【閉場】 

16:00 に会場を閉場します。 

 

5.注意事項                                                 

【競技上の注意】 

・ E-card を持っていない参加者は出走できません。 

・ 公序良俗に反する服装での出走を禁止します。 

・ 民家の敷地、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。 

・ 関東Msクラスで2レーン制をとる関係上、本選考会ではすべてのクラスで配布用のコン

トロール位置説明表はありません。地図の表面にはコントロール位置説明表が印刷され

ています。 

【選考会全般の注意】 

・ 当日参加は設けておりません。ご了承ください。 

・ 会場での貴重品は各自責任を持って管理してください。運営側は一切関知しません。 

・ 青空会場となっております。悪天候（雨・雪）時の対策については、運営側では特に行い

ませんので、テント・ブルーシートを持参する等参加者側での対策をお願いします。また、

寒さが予想されますので、防寒対策も万全に行ってください。 

・ 荒天等で選考会を中止する場合は、選考会前日の 22:00 までに関東学連・北東学連

のメーリングリストとウェブページで連絡します。 

・ 女子更衣室内は飲食禁止 ・火気厳禁です。 
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・ 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、運営側は責任を負いかね

ます。 

・ 荷物の管理は各自の責任で行ってください。 

・ 会場内で出したゴミは各自お持ち帰りください。 

・ 選考会当日は、本プログラムを除き、「日光所野 2014」の範囲を含むいかなる種類の

地図の、会場への持ち込みを禁止します。持ち込みが判明した場合、大学単位で失格

とします。 

・ 競技情報伝達を目的とした通信機器の使用は一切禁止します。 

・ 運営側で傷害保険に入っております。大会の往復、会場、競技中のケガにおいて保険

が適用される場合があります。ケガをされた場合は運営責任者（田中）にご連絡くださ

い。 

・ 旧図は以下の URL より閲覧することが出来ます。 
http://www.orienteering.com/~uofj/media/terrain/Nikko%202015/20150703-Nikko_Tokorono10000.jpg 

 

 

6.問い合わせ先                                          

運営責任者: 田中 基士 

e-mail:knight0828■gmail.com(■⇒@) 

TEL:080-5689-6808 

 

基本的にはメールでの問い合わせをお願いします。 

前日・当日の問い合わせは電話でお願いします。 

以上 

http://www.orienteering.com/~uofj/media/terrain/Nikko%202015/20150703-Nikko_Tokorono10000.jpg

