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1. 概要
2017 年 9 月 23 日（土・祝）雨天決行・荒天中止

・開催日

・開催地 静岡大学静岡キャンパス
・会場

静岡大学静岡キャンパス構内体育館 1 階

・主催

関東学生オリエンテーリング連盟/北信越学生オリエンテーリング連盟

・主管

2017 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会
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（横浜国立大学 2013 年度入学）
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田中
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2. 交通案内
※静岡大学に駐車スペースはございませんので、原則静岡駅よりバスをご利用くださ
い。
・バス
JR 静岡駅北口、しずてつジャストラインバス 8B 番乗り場から美和大谷線「静岡大学」
行き、
「東大谷」
（静岡大学経由）行き、
「ふじのくに地球環境史ミュージアム」
（静岡大学
経由）行きのいずれかに乗車し「静岡大学」又は「静大片山」で下車。
あるいは、美和大谷線「東大谷」（静岡大学を経由しないもの）行きに乗車し「片山」
で下車。（所要時間 25 分）
時刻表を右に記載します。
「学」
マークがついている時刻は「静岡
大学」バス停を経由します。
「静岡大学」から徒歩 8 分
「静大片山」から徒歩 12 分
「片山」から徒歩 13 分

バス停から体育館までの徒歩ルートを以下のように指定します。競技の公平性確保の
ため、必ずマークトルートに従って体育館までご来場ください。従わない場合は大学単位
で失格にすることがあります。

・自家用車
大学構内および大学周辺には駐車することができません。自家用車でご来場の方は、静
岡駅付近にあるコインパーキングに駐車し、公共交通機関を用いてご来場ください。
同乗者の静岡大学正門までの送迎は可能です。
・徒歩
静岡駅南口から 4.8 km、徒歩約 1 時間です。会場周辺は、上記の地図に記載されてい
るマークトルートに従ってご来場ください。
3. 競技情報
・競技形式
ポイントオリエンテーリング

スプリント競技

SPORTIdent 社の電子パンチングシステム（SI）を使用
一部クラスではタッチフリーSI（SIAC）使用予定
・競技開始時刻
12 時トップスタート予定（エントリー人数による変更の可能性有）
・使用地図
「静岡大学静岡キャンパス」2016 年 3 月調査、改訂
2017 年修正予定
JSSOM2007 準拠

縮尺 1：4000

等高線間隔 2 m 走行可能度 4 段階表示

JSCD2008 準拠
・テレイン概要
静岡大学のキャンパスは、山を切り開いた場所に立地しているため斜面が多く、今回
使用するテレインの比高は 50m 程度あります。一般的な都市型大学よりも複雑な構
造を有し、階段やキャノピー、通行不能崖も数多く存在します。
（2016 年日本代表選考
会要項を一部参考）
・クラス
クラス

優勝設定時間

関東 Ms/Ws

15 分/15 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。

北信越 Ms/Ws

15 分/15 分

選考クラス。2017 年度北信越学連加盟員、加盟登
録 4 年以内の者。

L

15 分

併設クラス。特に制限は設けない。

S

15 分

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。
・選考クラスでは、異なる性別のクラスに参加することは出来ません。
・競技時間の確保の観点から、チャレンジクラス、新人クラスは設けておりません。併設
クラスにご参加ください。
・併設クラス L/S は Ms/Ws とは異なるコースです。ご注意ください。L クラスは Ms と
同程度の難易度と距離、S クラスは Ws と同程度の距離で難易度を下げたコース設定とな
っています。
・当日参加はありません。ご注意ください。
4. 関東/北信越地区代表選手選考
日本学生オリエンテーリング連盟からの発表に基づき、2017 年度日本学生オリエン
テーリング選手権大会
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関東/北信越地区代表選手選考会と推薦

における通過人数を以下のように定めます。（前年度特別実績枠を除く）
関東

北信越

男子

29 人

4人

女子

12 人

4人

5. 申し込み
申し込み担当者は、関東学連ホームページからそれぞれの参加区分に対応したエント
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（山口）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。(関東学連ホームページ

http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/)

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

・関東学連加盟校および北信越学連加盟校
〇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、学連登録年数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 2017sprintsele_entrysheet_○×大学.xlsx)
メールの件名は【エントリー】○×大学

としてください。

〇参加費の振り込み
下記記載の口座に 8 月 21 日(月)までに、申し込み担当者の名義で振り込んでくだ
さい。振込手数料は各自で負担してください。
・併設クラス参加者
〇エントリーシートの記入
「代表者情報」に申し込み担当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、マイ SI カードナンバー(使用する場合)を記入して
ください。
メールの件名は【併設クラスエントリー】

としてください。

〇参加費の振り込み
下記記載の口座に 8 月 21 日(月)までに、申し込み担当者の名義で振り込んでくだ
さい。振込手数料は各自で負担してください。
・参加費
参加クラス
関東 Ms/Ws
北信越 Ms/Ws
L/S

参加費
上級生 1200 円

新人(学連登録一年目) 1000 円

上級生 1700 円

新人 1500 円

1700 円

・併設クラス参加者でマイ SI カードを使用する方は、上記の値段から 300 円引きとな
ります。
・選考クラス参加者は、マイ SI カードの使用を認めません。
・一度納入された参加費はいかなる理由によっても返金いたしません。

・関東学連加盟員は関東学連からの補助金が出ているため、関東 Ms/Ws と北信越 Ms/Ws
で参加費が異なっています。ご了承ください。

・諸注意
・申し込み締め切り日は 8 月 21 日（月）です。
・申し込みは「メールの送信」と「参加費の振り込み」をもって完了とします。申し込み
締め切り日の１週間後を目安に関東学連ホームページにてエントリーリストを公開いた
しますのでご確認ください。
・メールでの申し込みが困難な場合は、下記問い合わせ先（橘）まで電話で相談してくだ
さい。
・申し込み先、振り込み先
申し込み担当者

山口雅裕

申し込み担当者連絡先

kanto.sprintsele2017●gmail.com（●→＠）

金融機関名

ゆうちょ銀行

支店名

〇一八

店番号

018

口座番号

2613422

名義

ヤマグチ

マサヒロ

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。会場を綺麗に使用し、ごみは各自
持ち帰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。
・テレインへの立ち入り禁止
本選考会で使用する「静岡大学静岡キャンパス」をクローズテレインとし、本選考会
の選考クラス参加者はテレイン内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。
・会場入場締切時刻の設定（重要）
本選考会では、選考クラス全参加者の会場入場締切時刻を 11 時 30 分（予定）に設
定いたします。締切時刻後は、選考クラス参加者は会場とウォーミングアップエリアを
除き立ち入り禁止といたしますので、必ずこの時間までに会場またはウォーミングア
ップエリアにいるようにしてください。
・プログラム
プログラム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

橘

孝祐

メールアドレス

iuy87bana●gmail.com（●→＠）

電話番号

090-9131-8618

可能な限りメールでのご連絡をお願いします。返信は上記 PC メールアドレスからお
送りいたします。
ただし、選考会前日から当日にかけては終日電話でのご連絡をお願いします。

