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1．交通案内
●横瀬町町民会館へのアクセス
西武秩父線 横瀬駅下車 緑色テープ誘導で徒歩約 7 分。
または、関越自動車道「花園 IC」から車で約 50 分、圏央道「狭山日高 IC」から車で約 50 分。

横瀬町役場

JA 横瀬

横瀬町
町民会館

横瀬駅

※ OpenStreetMap を加工

●駐車場
横瀬町町民会館の駐車場が利用できます。原則「農協裏 駐車場」に停めてください。

横瀬町
町民会館

※横瀬町町民会館 HP 掲載の「町民会館駐車場案内図」を加工
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2．会場案内
●会場レイアウト
ホールは荷物置き場として利用できますが、ホール内での着替えは禁止です。
着替える場合は更衣室を利用し、男性は２F 和室、女性は 1F 小会議室をご利用ください。
会場 1F レイアウト

会場 2F レイアウト

※横瀬町町民会館 HP 掲載の「町民会館案内図」を加工

3

●ホール内レイアウト
1F ホール内のレイアウトは以下のようになっております。

●注意
○会場内は飲食禁止です。
○会場内への泥の持ち込みは厳禁です。泥のついた靴を会場内に持ち込まな

いで下さい。
○会場の外に足を洗える水道があります。
○貴重品の管理は各自でお願いします。

4

3．スケジュール
●スケジュール

●成績速報

9:15

開場、受付開始

選考クラスのラストスタート時刻以降を目

10:45

トップスタート

処に、LapCenter のライブ速報で行います。

13:25

スタート閉鎖

また従来通り、紙による速報掲示も行います。

13:30

地図販売開始

14:30

表彰式

14:30 より、表彰対象クラスの表彰式を行

15:05

フィニッシュ閉鎖

います。詳しくは、
「6.表彰対象」の表彰式の

15:45

調査・捜索依頼受付締切

項目をご覧下さい。

16:00

会場閉鎖

●表彰式

●依頼申請
調査依頼および捜索依頼は会場にて受け付け

●コンパスの貸出
受付にてコンパスの貸し出しを行います。保

ます。フィニッシュ地区での依頼申請は

証金として 2000 円お預かりしますが、コン

一切受け付けません。15:45 までに受付

パス返却時に返金します。スタート地区での

の所定の用紙（調査依頼/捜索依頼申請書）に

貸し出しは行いません。

必要事項を記入して提出して下さい。

●地図販売

13:30 から受付で地図販売を行います。

4．競技情報
●競技形式

●特殊な記号

ポイントオリエンテーリング

本選考会では下図に示す特殊記号を使用します。

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使用
（My E-card 使用可能）

●使用地図
●テレイン概要

ME-X/ME-Y/WE,
MEC-X/MEC-Y/WEC

本テレインは武甲山の北側の裾野に広がる

『宇根峠～紫桜の丘～』

片斜面に位置しています。地形の特徴とし

2011 年東大 OLK 作成 (2017 年 一部修正)

ては、岩石が点在し高低差のある山塊の存在

JSOM2007 準拠

する南部、複雑に分岐する尾根と微地形から

縮尺 1:15,000

A4 サイズ

なる東部、比較的平らな地形が広がる北部に

等高線間隔 5m

走行可能度 4 段階

大きく分かれ、場所によって全く異なる印象

その他のクラス

を与えます。

『宇根峠～紫桜の丘～』

植生の特徴としては基本的に見通しが良く、

2011 年東大 OLK 作成 (2017 年 一部修正)

走行可能度は概ね良好です。ただし、倒木に

JSOM2007 準拠

より足元が悪い斜面、見通しの悪い藪も一部

縮尺 1:10,000

A4 サイズ

に存在します。

等高線間隔 5m

走行可能度 4 段階

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
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地元住民や一般の方、自動車などとの接触に

ビゲーション能力とそれをレース終盤まで発

十分ご注意ください。(第 33 回東大 OLK 大

揮する集中力が試されるコースとなっていま

会プログラムより引用)

す。一般クラスと新人クラスは、線上特徴物

●コース概要

を辿ることが多いものの一部で外れて不整地

選考・選手権クラスは、ICL 選手権クラスで

を走る方が速いようなコースとなっています。

優秀な成績を収めるのに求められる体力やナ

●コース情報
クラス

距離

登距離

優勝設定時間

ME-X / MEC-X

6.4 km

435 m

65 分

ME-Y / MEC-Y

6.4 km

445 m

65 分

WE / WEC

4.5 km

290 m

55 分

MA / MAC

3.3 km

250 m

40 分

WA / WAC

2.3 km

180 m

30 分

MF / MFC

2.7 km

175 m

30 分

WF / WFC

1.2 km

65 m

30 分

配布用コントロール位置説明は、ME-X/ME-Y/MEC-X/MEC-Y クラスについては配布しません。
その他のクラスについてはスタート 2 分前枠にて配布します(「5. 競技の流れ」参照)。また F クラ
スついては、地図にコントロール位置説明の日本語表記を併記しています。

●給水
すべてのクラスにおいて有人または無人の給水所を設けます。ルート選択によっては、給水所を通
らない場合があります。また、ME-X/ME-Y/MEC-X/MEC-Y クラス、および WE/WEC クラスの
給水位置は以下の通りとなります。
クラス

給水

ME-X / MEC-X

10/45/70/80 %

ME-Y / MEC-Y

10/45/70/80 %

WE / WEC

10/40/65/80 %

●クラス分け
MEのクラス分割は、「日本学生オリエンテーリング選手権ロング・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ミドル・
ディスタンス競技部門(インカレミドル)の選手権クラスを参考に、以下の方法で行いました。
①インカレミドル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「インカレミドル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。
クラスは、上記の方法で ME-X クラス、ME-Y クラスの 2 つに分割を行いました。但し、クラスの
割り振りは事前に公開いたしません。レーンは、スタートリストにて公開のとおり、ME1 レーン、
ME2 レーンの 2 つに分割を行いました。クラスの割り振りとレーンの割り振りは必ずしも一致しな
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いため、ME-X クラスが ME1 レーン、ME-Y クラスが ME2 レーンから出走するとは限りません。
また、MEC クラスも分割を行います。

●競技時間
学生クラス
（ME-X / ME-Y / WE / MA / WA / MF / WF）
は 150 分です。
併設クラス
（MEC-X / MEC-Y
/ WEC / MAC / WAC / MFC / WFC）は 120 分です。これを超過した場合は失格となります。

●シード選手
本選考会では競技の公平性確保のため、シード選手制を採用します。男子 7 名・女子 3 名の選手を
シード選手とし、スタート抽選において別扱いとなります。
ME（7 名）

WE（3 名）

伊藤 樹

(横浜国立大学 3 年)

香取 菜穂 (千葉大学 3 年)

大田 将司

(一橋大学 3 年)

森谷 風香 (千葉大学 3 年)

加藤 岬

(東京大学 4 年)

山岸 夏希 (筑波大学 3 年)

佐藤 遼平

(東京大学 3 年)

種市 雅也

(東京大学 2 年)

濱宇津 佑亮 (東京大学 3 年)
松尾 怜治

(東京大学 4 年)

●諸注意
○本選考会当日、本テレインの範囲を含む地図、およびそれに類するもの（O-Map、行政図、コピ
ー、写真、イラストなど）の持ち込みを禁止します。
○本選考会参加予定者は本選考会で使用する『宇根峠～紫桜の丘～』の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。
○競技情報の伝達を目的とした通信機器の使用は一切禁止します。
○競技終了後の競技エリアへの立ち入りは禁止します。
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。
○学生クラスの代走は認めません。併設クラスの代走をご希望の方は 10:45 までに受付にお越しく
ださい。
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5．競技の流れ
●スタート
○会場～スタート地区
スタート地区までの誘導は青色テープ誘導で徒歩約 30 分です。役員による会場への荷物輸送は
行いません。スタート地区に給水はありますが十分ではないため、オフィシャルのいる大学はな
るべく自前で給水を行って下さい。
スタート地区にトイレはありません。会場で済ませておいて下さい。

○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
遅刻枠

レーン 1

レーン 2

レーン３

レーン 4

レーン 5

ME1

ME2

WE

MF

WF

MEC1

MEC2

WEC

MFC

MA
WA
MAC
WAC
WFC

３分前

•E-cardのアクティベート後、3分前枠へ
•反応しない場合は直ちに役員に連絡

２分前

•一つ前の枠へ
•配布用コントロール位置説明を配布（ ME-X, Y / MEC-X, Yクラスは配布しない ）

１分前

•さらに一つ前の枠へ
•役員の指示に従い、E-cardの提示とアクティベート

１０秒前

スタート

•E-cardをアクティベートユニットにはめ込む

•計時はスタートの合図直後から
•スタートフラッグまでは赤白テープ誘導
•スタートフラッグが地図上のスタート記号（△）の中心

☆スタート時刻から遅刻した場合
遅刻者は、遅刻枠からの出走となります。遅刻枠に入り、役員に出走クラス、正規のスタート時
刻、氏名を申告し、E-card を提示して下さい。役員が出走時刻を指定します。遅刻者の競技時間
は、正規のスタート時刻に出走したものとして計算します。なお、本人に責がない場合はこの限
りではありません。
遅刻者はスタート閉鎖時刻（13:25）よりも前でかつ正規のスタート時刻から 20 分以内に限り
出走可能とします。この時間を越えて遅刻した競技者は失格となります。
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●競技中
○E-card を所持していない選手は出走できません。
○テレインの一部に立入禁止エリアが存在します。くれぐれも立ち入らないように注意してくださ
い。なお、地図上では輪郭線の無い立入禁止表記のエリアでも、一部では現地に立入禁止を示す
青色と黄色のすずらんテープが巻かれている可能性があります。
○テレイン内で怪我人を見た場合は、速やかに近くの役員に知らせて下さい、怪我人の救助は競技
よりも優先して下さい。
○テレイン内にはマウンテンバイクやハイキングをしている方がいる可能性があるので、十分注意
して下さい。
○テレイン内の民家などには立ち入らないで下さい。
○テレイン内の道路を車が通行する可能性があるので競技中は十分注意して下さい。

●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正式なフィニ
ッシュ時刻となります。
○フィニッシュ後
役員がサブ計時のためのシールを E-card に貼ります。シールを貼るまではフィニッシュした順番
を崩さずお進み下さい。
フィニッシュした選手の隔離は行いません。紫色テープ誘導に従って会場までお戻り下さい。競
技を終えた選手は、スタート前の選手に競技情報を伝えないようお願いします。
フィニッシュ地区には給水を設置します。フィニッシュした選手の競技エリア及びスタート地区
への立ち入りは禁止します。
○計セン方式
フィニッシュ地区で E-card の読み取りを行います。レンタル E-card は読み取り後回収します。
○地図回収
選考クラスラストスタート時刻（12:17）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地図の裏に氏名・学校名を記載し、回収場所に入れ
て下さい。回収した地図は後ほど会場にて返却します。
○オフィシャルの立ち入り
フィニッシュ地区へのオフィシャルの立ち入りは禁止します。
○フィニッシュ閉鎖
フィニッシュ地区を 15:05 に閉鎖します。参加者は全コントロールを通過していない場合でも、
必ずこの時刻までにはフィニッシュを通過して下さい。通過が確認できなかった場合には未帰還
者として捜索の対象となります。
フィニッシュを通らずに会場に戻ってしまった場合には、必ず役員までご連絡下さい。
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6．表彰対象
●2017 年度関東学生オリエンテーリング選手権大会個人戦表彰
表彰は以下の予定で関東学連によって行われます。
【場所・時刻】 横瀬町町民会館 ホール 14:30～
【対象】

ME-X / ME-Y クラス

上位 3 名

WE / MF / WF クラス 上位 6 名
MA / WA クラス

上位 3 名

※併設クラス参加者は表彰対象となりません。

7．諸注意・お問い合わせ
○地元の方にお会いした場合は、競技中を含め挨拶を行って下さい。
○念のため熊鈴の携帯を推奨いたします。
○主催者側で傷害保険に入っておりますが、万が一のために保険証を持参して下さい。
○成績表は後日関東学連 HP にて発表します。紙媒体での成績表の発行は行いません。
○本選考会後の忘れ物は、後日関東学連 HP に掲載します。忘れ物に気付いた方は、１週間以内に
問い合わせ先までご連絡下さい。連絡のないものについては処分いたします。
○お問い合わせは以下の連絡先にお願いします。
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。返信は上記メールアドレスからになります。
ただし、本選考会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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