2017 年 5 月 21 日 発行

2017 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
1． 概要


日時

2017 年 7 月 2 日 (日) 雨天決行・荒天中止



場所

埼玉県秩父市・横瀬町



会場

横瀬町町民会館



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

2017 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

小泉 知貴 (慶應義塾大学 2013 年度入学)

 競技責任者

栗本 開

 イベントアドバイザー

細淵 晃平 (一橋大学 2010 年度入学)

(東京大学 2013 年度入学)

２．交通案内
西武秩父線 横瀬駅下車 会場まで徒歩 10 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
『宇根峠～紫桜の丘～』2011 年東大 OLK 作成 (2017 年 一部修正)
JSOM2007 準拠

縮尺 1T15000

等高線間隔 5ｍ 走行可能度 4 段階

 その他のクラス
『宇根峠～紫桜の丘～』2011 年東大 OLK 作成 (2017 年 一部修正)
JSOM2007 準拠

縮尺 1T10000

等高線間隔 5ｍ 走行可能度 4 段階
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 テレイン概要
本テレインは武甲山の北側の裾野に広がる片斜面に位置しています。地形の特徴としては、
岩石が点在し高低差のある山塊の存在する南部、複雑に分岐する尾根と微地形からなる東部、
比較的平らな地形が広がる北部に大きく分かれ、場所によって全く異なる印象を与えます。
植生の特徴としては基本的に見通しが良く、走行可能度は概ね良好です。ただし、倒木により
足元が悪い斜面、見通しの悪い藪も一部に存在します。
なおテレイン中央部には住宅地が広がっているほか、テレイン内の林道の一部はハイキング
コースとなっているため、走行の際には地元住民や一般の方、自動車などとの接触に十分
ご注意ください。(第 33 回東大 OLK 大会プログラムより引用)
 クラス
クラス

優勝設定時間

ME／WE

65 分／55 分

MA／WA

40 分／30 分

MF／WF

30 分／30 分

MEC／WEC

65 分／55 分

MAC／WAC

40 分／30 分

MFC／WFC

30 分／30 分

参加資格
選考クラス。2017 年度関東学連加盟員、加盟登録 4 年
以内の者。
一般クラス。2017 年度関東学連加盟員。
新人クラス。2017 年度から新規加盟登録を予定してい
る者。
併設クラス。特に制限は設けない。
併設クラス。特に制限は設けない。

 複数クラスに参加することは出来ません。
 関東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。
 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。必ず事前にお申し込みください。
 次 の ク ラ ス は 同 一 コ ー ス で す 。 ME=MEC, WE=WEC, MA=MAC, WA=WAC, MF=MFC,
WF=WFC

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、2017 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
申し込み代表者は関東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 (平入) 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 (小泉) まで別途連絡してください。
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 関東学連加盟校
 エントリーシートの記入
ィ代表者情報イに、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 T 2017longsele_entrysheet_○×大学.xlsx)
メールの件名はケエントリーゲ○○大学
ケ併設エントリーゲ○○大学 または 個人名(個人で申し込む場合)
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 12 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
ィ代表者情報イに、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 12 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
に所属名、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

1500 円

MEC／WEC

3000 円

MA／WA

1200 円

MAC／WAC

2000 円

MF／WF

500 円

MFC／WFC

1000 円

 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(月)です。
 申し込みはィメールの送信イとィ参加費の振り込みイを以って完了とします。6 月 15 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 (小泉) 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(月)とします。
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 申し込み先、振り込み先
申し込み担当者

平入 麻衣

申し込み担当者連絡先

kanto.longsele2017◆gmail.com (◆→@)

金融機関名

みずほ銀行

支店名

ふじみ野支店

店番号

626

口座番号

普通 1169035

名義

イシガミナルミ

６．その他
 会場利用
会場内への泥の持ち込みは厳禁となっております。会場を綺麗に使用するようお願いします。
また、貴重品は各自で管理するようお願いします。
 テレインへの立入禁止
本選考会で使用する『宇根峠～紫桜の丘～』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。
 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

小泉 知貴

メールアドレス

izumiko0794◆gmail.com (◆→@)

電話番号

090-2936-4340

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。
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