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2018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 

兼 

2018年度関東学生オリエンテーリング選手権大会個人戦 

要項 ver. 2.1 

 

※要項 ver. 2からの変更点を黄色で示しています。 

 

1. 概要 

➢ 日時 2018年 7月 22日 (日) 雨天決行・荒天中止 

➢ 場所 栃木県日光市 

➢ 会場 日光だいや川公園 (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) 

➢ 主管 2018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 千葉 悠斗 (横浜市立大学 2014年度入学) 

 運営責任者 坂野 翔哉 (東京理科大学 2014年度入学) 

 競技責任者・コースプランナー 角田 貴大 (横浜市立大学 2014年度入学) 

 イベントアドバイザー (JOA非公認) 石野 夏幹 (東京大学 2010年度入学) 

 

2. 交通案内 

➢ 公共交通機関をご利用の場合 

 東武日光線 上今市駅 徒歩約 20分 (約 1.6km) 

 JR日光線 今市駅 徒歩約 45分 (約 3.0km) 

➢ 自家用車をご利用の場合 

日光宇都宮道路「今市 IC」 約 5分 (約 3.5km) 

会場 (日光だいや川公園) の駐車場をご利用いただけます。申し込みの際に利用する車の台数をお

知らせください。違法駐車をした場合は大学単位で失格とします。 

 

3. 競技情報 

➢ 競技形態 

 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使用 (My Eカード使用可能) 

➢ 競技開始時刻 

 10:30を予定しています。詳細は後日発行のプログラムをご覧ください。 

  



➢ 地図 

⚫ ME, WE, MEC, WEC 

 『日光口』 2007年日本学生オリエンテーリング連盟作成 (2018年修正予定) 

 ISOM2017準拠 縮尺 1:15,000 等高線間隔 5m 走行可能度 4段階 

⚫ その他のクラス 

 『日光和泉』 2007年日本学生オリエンテーリング連盟作成 (2018年修正予定) 

 ISOM2017準拠 縮尺 1:10,000 等高線間隔 5m 走行可能度 4段階 

➢ テレイン概要 

日光宇都宮道路「日光 IC」から「今市 IC」にかけての標高 400m～550mの間に位置する比高 100m

程度の丘陵地であり、走行可能度の高い手入れされた人工林が面積の多くを占め、耕作地は少ない。

テレイン内には日光宇都宮道路が横たわり、立体交差などで横断は可能であるが、横断箇所は限ら

れている。 (2015年度関東学生オリエンテーリング選手権大会個人戦プログラムより一部抜粋) 

➢ クラス 

クラス 優勝設定時間 参加資格 

ME／WE 70分／55分 
選考クラス。2018年度関東学連加盟員、加盟登録

4年以内の者。 

MA／WA 50分／40分 一般クラス。2018年度関東学連加盟員。 

MF／WF 30分／30分 
新人クラス。2018 年度から新規加盟登録を予定

している者。 

MEC／WEC 70分／55分 

併設クラス。特に制限は設けない。 MAC／WAC 50分／40分 

MFC／WFC 30分／30分 

HS-sele／JHS-sele 50分／30分 
全日本高等学校・中学校オリエンテーリング選手

権大会選考クラス。 

⚫ 複数クラスに参加することはできません。 

⚫ 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できません。 

⚫ 併設クラスのみ当日申し込みを受け付けますが、数に限りがありますので、なるべく事前にお

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 

⚫ HS-sele (高校生対象) と JHS-sele (中学生対象) は 8 月に行われる全日本高等学校・中学校オ

リエンテーリング選手権大会の選考クラスとなります。選考に参加する場合は該当クラスに出

場してください。 

 

4. 関東地区代表選手選考 

後日発行のプログラムにて、2018 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 

本選考会の申し込み方法は「エントリーシートによる申し込み」と「Japan-O-entrYによる申し込

み」の 2種類があります。全ての大学・団体・個人はどちらの方法で申し込みを行っても構いませ

ん。 

 

1. Japan-O-entrYによる申し込み 

⚫ Japan-O-entrYによる申し込み 

申し込み代表者は Japan-O-entrY ( https://japan-o-entry.com/ ) から申し込みを行うことできま

す。6名以上の団体は団体申し込み機能も利用可能です。利用する車の台数は備考欄に記載してく

ださい。7月 2日 (月) までに「申込」と「入金」を済ましてください。 

 

2. エントリーシートによる申し込み 

⚫ エントリーシートの記入 

申し込み代表者は関東学連ホームページ ( http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/ ) からエン

トリーシートをダウンロードしてください。「代表者情報」に、大学名 (団体名・所属名)、申し込

み代表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、ふりがな、性別、

参加クラス、学連登録年数 (関東学連加盟校のみ)、Eカード番号 (レンタルの場合は空欄) を記入

してください。個人申し込みの場合は、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。エントリーシート記入後は、ファイル名に大学名 (団体名・個人名) を追記し

てください。(例：2018longsele_entrysheet_○○大学.xls) 

メールの件名は 【エントリー】○○大学 (関東学連加盟校のみ) 

 【併設エントリー】○○大学 または 団体名 または 個人名 

として、必要事項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 (小森) 

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 (千葉) まで別途連絡してください。 

⚫ 参加費の振り込み 

下記の口座に 7月 2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 (団体名・所属名) を記入してください。振り込み手数料は申し込み代表者で負担してください。 

  

https://japan-o-entry.com/
http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/


➢ 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 1,800円  MEC／WEC 3,000円 

MA／WA 1,500円  MAC／WAC 2,500円 

MF／WF 500円  MFC／WFC 1,000円 

   HS-sele／JHS-sele 1,000円 

⚫ レンタル Eカード使用の場合は上記参加費から 300円増となります。 

⚫ 当日申し込みは 500円増となります。 

 

➢ 申し込み先・振り込み先 

申し込み担当者 小森 太郎 

申し込み担当者連絡先 iasong377◆gmail.com (◆→@) 

金融機関名 ゆうちょ銀行 

支店名 〇〇八支店 (ゼロゼロハチ) 

店番号 008 

記号番号 (ゆうちょ銀行から) 記号：10030       番号：27186371 

口座番号 (他行から) 普通  2718637 

名義 コモリタロウ 

 

➢ 諸注意 

⚫ 申し込み締め切り日は 7月 2日 (月) です。 

⚫ 申し込みは「メールの送信と参加費の振り込み」または「Japan-O-entrYでの申し込みと入金」を

もって完了とします。7 月 5 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。 

⚫ メールもしくは Japan-O-entrYでの申し込みが困難な場合は、下記問い合わせ先 (千葉) 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 7月 2日 (月) とします。 

 

  



6. その他 

⚫ 傷害保険 

本選考会では傷害保険に加入します。選考会当日は保険証のご持参を推奨します。 

⚫ 服装 

肌の露出の少ない長袖長ズボンを推奨します。公序良俗に反する服装は控えてください。シューズ

の制限は特にありません。 

⚫ トレーニングテレイン 

本選考会ではトレーニングテレインを設けません。 

⚫ プログラム 

後日関東学連ホームページにおいてプログラムを発表します。紙媒体でのプログラムの発行は行い

ません。 

⚫ 成績 

本選考会の成績は Lap Center ( https://mulka2.com/lapcenter/ ) に掲載します。氏名・所属の掲載

を希望されない方は、下記問い合わせ先 (千葉) までご連絡ください。 

⚫ 表彰 

本選考会では 2018年度関東学生オリエンテーリング選手権大会個人戦の表彰を行います。併設ク

ラスの表彰は行いません。 

⚫ 個人情報 

本選考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のためだけに使用し、目的外に使

用することはありません。 

 

7. 問い合わせ 

実行委員長 千葉 悠斗 

メールアドレス kanto.ls2018◆gmail.com (◆→@) 

電話番号 080-1672-5904 

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となります。 

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。 

 

https://mulka2.com/lapcenter/

