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2018年 7月 14日発行 

 

 

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 

プログラム 

 

 2018 年 7 月 22 日 (日) 雨天決行・荒天中止  

開催場所 ： 栃木県日光市 

会場 ： 日光だいや川公園 

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 
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1. 交通案内 

➢ 日光だいや川公園へのアクセス 

東武日光線 上今市駅下車 徒歩約 20分 (約 1.6 km) 

日光宇都宮道路「今市 IC」から車で約 5分 (約 3.5 km) 

 

➢ 駐車場 

上図の駐車場をご利用ください。役員の指示に従い、手前の駐車スペースからお停めください。 

駐車場が満杯の場合は、同乗者を降ろしたのち、日光だいや川公園西駐車場に停めてから徒歩でお越し

ください (徒歩約 20分、約 1.5 km)。 

 

2. 会場案内 

➢ 会場レイアウト 

 

※注意事項 

⚫ 貴重品の管理は各自でお願いします。 

⚫ 会場は青空会場です。雨をしのげる設備は用意しませんが、テント、タープ等の設営は可能です。 

⚫ 金属ピン付きシューズでのトイレや公園施設への立ち入りは禁止します。 

⚫ テレインの持続を脅かす渉外問題が日本各地で発生しています。地元の方への理解を得るため

にも出会った方への挨拶は怠らず、必要であれば大会趣旨の説明を行ってください。  

OpenStreetMapを加工 
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3. スケジュール 

➢ スケジュール 

 9:00 開場・受付開始 

11:00 トップスタート・当日申し込み締切 

13:30 スタート閉鎖・地図販売開始 

14:30 表彰式 

15:33 フィニッシュ閉鎖 

16:00 調査依頼・捜索依頼受付締切 

16:30 会場閉鎖 

➢ 当日申し込み 

併設クラス (MEC / WEC / MAC / WAC / MFC / 

WFC) のみ当日申し込みを受け付けます。11:00

までに受付にて申し込みを行ってください。当日

申し込み枠に限りがあります。 

クラス 参加費 E-card レンタル 

MEC / WEC 3,500円 +300円 

MAC / WAC 3,000円 +300円 

MFC / WFC 1,500円 +300円 

当日申し込み者のスタートは事前申し込み者のス

タート後となります。 

 

 

 

➢ コンパスの貸出 

受付にてコンパスの貸出を行います。コンパスを

破損した場合は実費を負担していただきます。ス

タート地区での貸出は行いません。 

➢ 成績速報 

MF クラススタート閉鎖時刻 (13:23) を目途に、

Lap Center にてライブ速報を行います。会場にて

紙による速報掲示も行います。 

➢ 地図販売 

13:30 から受付にて地図販売を行います。各コー

ス 600円です。数に限りがあり売り切れることがあり

ますがご了承ください。 

➢ 表彰式 

14:30頃より随時表彰対象クラスの表彰式を行いま

す。詳しくは「6. 代表選手選考・表彰対象」をご覧

ください。 

➢ 依頼申請 

調査依頼および捜索依頼は会場にて受け付けま

す。フィニッシュ地区での依頼申請は一切受け付

けません。16:00 までに受付の所定の用紙に必要

事項を記入して提出してください。 

 

4. 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使用 (My E-card使用可能)

➢ 使用地図 

⚫ ME1 / ME2 / WE / MEC1 / MEC2 / WEC 

『日光口』 

2007年日本学生オリエンテーリング連盟作成 

2018年一部修正 A4サイズ 

ISOM2017準拠 縮尺 1:15,000 

等高線間隔 5 m 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年一部修正 A4サイズ 

ISOM2017準拠 縮尺 1:10,000 

等高線間隔 5 m 走行可能度 4段階

➢ 特殊記号 

本選考会では下図に示す特殊記号を使用します。 
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➢ 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 400 m～550 mの間に位置する比高 100 m

程度の丘陵地で、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、その北部は耕作地

と住宅地からなる。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

ムより一部修正) 

➢ コース概要 

ME / WE クラスでは、ロングらしいルートチョイスを

問い、最後まで体力、集中力、技術力を維持して

ナヴィゲーションをすることが求められる。 

MA / WA / HS-sele クラスでは、基本的なルートチョ

イス、技術を問い、最後までしっかり走りきることが

求められる。 

MF / WF / JHS-sele クラスでは、基本的には道を辿

るコースになっているが、一部に地形を利用したナ

ヴィゲーションが必要な部分も存在する。

➢ コース情報 

クラス 距離 登距離 優勝設定時間 給水位置 

ME1 / MEC1 8.7 km 430 m 70分 20, 45, 55, 80, 95% 

ME2 / MEC2 8.7 km 430 m 70分 20, 45, 55, 80, 95% 

WE / WEC 5.3 km 225 m 55分 20, 55, 95% 

MA / MAC 5.4 km 200 m 50分 10, 40, 60, 95% 

WA / WAC 3.2 km 135 m 40分 30, 90% 

MF / MFC 3.1 km 110 m 25分 15, 75, 90% 

WF / WFC 2.1 km  70 m 25分 40, 85% 

HS-sele 5.4 km 200 m 50分 10, 40, 60, 95% 

JHS-sele 3.1 km 110 m 25分 15, 75, 90% 

要項 ver. 2.1から変更された優勝設定時間は赤字で表記しています。 

コントロール位置説明はスタート 2 分前枠にて配布します (「5. 競技の流れ」参照)。コントロール位置説明は

縦 175 mm、横 70 mmを超えない大きさです。また、MF / WF / JHS-sele / MFC / WFC クラスについては、地

図に日本語表記のコントロール位置説明も併記しています。 

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。 

➢ クラス分け 

ME クラスのクラス分けは、「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条に従いました。選考対象者のうち 2017年度日本学生オリエンテーリング選手権大会

個人戦 (スプリント競技部門を除く) 選手権クラス出場者およびMUL / WUL / MUA / WUA クラス入賞者を各

クラス均等に配分し、各大学の選手を各クラス均等に配分しました。選考免除者は各クラス均等に配分しまし

た。レーンとクラスの割り振りは一致しています (規約不適用事項)。また、MEC クラスも分割を行います。 

➢ 競技時間・フィニッシュ閉鎖 

ME1 / ME2 / WE / MA / WA / MF / WF / HS-sele / JHS-sele クラスの競技時間は 150分です。その他のクラス

の競技時間は 120 分です。競技時間を超過した場合は失格となります。直ちに競技を中断しフィニッシュに

向かってください。 

全クラスフィニッシュ閉鎖は 15:33 です。この時刻までに必ずフィニッシュを通過してください。 
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➢ 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 6 名・女子 4 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します。

ME (6名) 

稲森 剛 (横浜国立 4) 

佐藤 遼平 (東京 4) 

柴沼 健 (早稲田 4) 

殿垣 佳治 (東京 4) 

濱宇津 佑亮 (東京 4) 

宮本 樹 (東京 4) 

WE (4名) 

香取 菜穂 (千葉 4) 

立花 和祈 (実践女子 4) 

宮本 和奏 (筑波 2) 

山岸 夏希 (筑波 4) 

 

➢ 諸注意 

以下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。 

⚫ 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 (コピー、写真、イラストなど) の持

ち込みを禁止します。 

⚫ 本選考会参加者は『日光口』・『日光和泉』のテレイン内の山中への立ち入りを選考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。 

⚫ 代走は併設クラスのみ認めます。 

 

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地図による誘導で約 55 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、なるべく各自で給水を用意してください。スタート地

区にトイレはありません。スタート地区付近にウォーミングアップエリアを設ける予定です。 

⚫ 車による選手輸送 

本選考会では会場からスタート地区への車による選手輸送を認めます。車のすれ違いが困難な区間があ

るため、会場からの出発時刻を指定します。会場からの出発時刻は下表のように 10:15～12:20 の間で 25

分間隔とします。必ず出発時刻の 5 分後までに会場を出発してください。各回先着 15 台を上限とします。

選手輸送を希望する方は当日受付にて許可証の発行を行ってください。許可証の発行は大学クラブを優

先します。出発時に会場出口で役員が許可証の確認を行います。許可証の発行は出発時間の 40 分前か

ら受け付けます。台数に限りがあるため、可能な限り相乗りにご協力ください。 

会場から降車場までの所要時間は 15 分、降車場からスタート地区までは徒歩 5 分です。降車場で降りた

選手は役員の指示に従い速やかに移動してください。会場・降車場以外での選手の乗降は禁止します。 

受付開始時刻  9:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 

会場出発時刻 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 

降車場到着時刻 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 
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⚫ 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 

 ME1 ME2 WE WA JHS-sele  

 MEC1 MEC2 WAC WF MF  

   WFC HS-sele MFC  

   WEC MA   

    MAC   

 

 

⚫ 遅刻スタート 

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 を提示してください。役員の指示に従い出走してください。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、運営に責がある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 (13:30) 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選手は失格となります。 

  

3分前

• E-cardのアクティベート後、3分前枠へ

• 役員の指示に従い、E-cardの提示

2分前

• 一つ前の枠へ

• コントロール位置説明を配布

1分前

• さらに一つ前の枠へ

• 役員の指示に従い、E-cardのアクティベート

10秒前
• E-cardをアクティベートユニットにはめ込む

スタート

• 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
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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。 

⚫ テレイン内で怪我人を発見した場合は、速やかに近くの役員に知らせてください。怪我人の救護は競技よ

りも優先してください。 

⚫ テレイン内の耕作地や民家、高速道路などには立ち入らないでください。 

⚫ 救護所には救急箱や水、食料などを用意します。手当てが必要で競技を続行する場合は、各自で利用し

てください。役員による手当てを受けた場合は失格としません。食料に関しては棄権した場合のみ提供を

受けることができます。 

⚫ 給水は 1回につき 1人 300 ml程度を想定しています。 

➢ 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 

フィニッシュした順番を崩さずに読み取りに進んでください。 

フィニッシュ後の選手の隔離は行いません。地図による誘導に従って会場までお戻りください。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。怪我など特別な場合を除き、車による

選手輸送は許可しません。 

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およびスタート地区への立ち入

りは禁止します。 

⚫ 計セン 

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 

MF クラススタート閉鎖時刻 (13:23) までにフィニッシュした場合は地図を回収します。フィニッシュ地区に

用意されているマジックで氏名・学校名を記載し、地図回収箱に入れてください。回収した地図は会場に

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 15:33 に閉鎖します。選手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

までにフィニッシュを通過してください。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お知らせください。 
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6. 代表選手選考・表彰対象 

➢ 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 

以下の方法で関東地区の代表選手選考を行います。 

⚫ 免除 

「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 競技者数及びその配分に関する規則」第 2

条に基づき、前年度個人実績枠および全日本大会における特別枠として以下の 11名を選考免除者としま

す。

男子 (7名) 

伊藤 樹 (横浜国立 4) 

稲森 剛 (横浜国立 4) 

上島 浩平 (慶應義塾 4) 

佐藤 遼平 (東京 4) 

柴沼 健 (早稲田 4) 

種市 雅也 (東京 3) 

宮本 樹 (東京 4) 

女子 (4名) 

勝山 佳恵 (茨城 4) 

増澤 すず (筑波 3) 

宮本 和奏 (筑波 2) 

山岸 夏希 (筑波 4) 

 

 

 

⚫ 関東地区代表選手選考 

「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 7

条に基づき、上記の選考免除者を除くME クラス 29名、WE クラス 8名を関東地区代表選手とします。ME

クラスについては、ME1 / ME2 クラスから各 14位までの選手と、15位の選手のうち役員による公平な抽選

によって 1名を関東地区代表選手とします。 

⚫ 推薦 

「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に伴う推薦立候

補に係る規約」第 4条に基づき、男子 3名、女子 1名を推薦立候補によって決定します。推薦立候補の書

類・期日などは関東学連からの告知に従ってください。推薦枠が満たされなかった場合は、本選考会 ME1 

/ ME2 クラスまたはWE クラスの上位者から順位順に繰り上げられます。 

 

➢ 2018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】 日光だいや川公園 

【時刻】 14:30頃 

【対象】 ME1 / ME2 / MA / WA クラス 上位 3名 

 WE / MF / WF クラス 上位 6名 

 ※併設クラス参加者は表彰対象となりません。 
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7. 諸注意・お問い合わせ 

➢ 地元の方にお会いした時は、競技中を含め挨拶を行ってください。 

➢ テレイン周辺でクマの目撃情報があります。熊鈴の携帯を強く推奨します。 

➢ 服装に関しては、肌の露出の少ない長袖長ズボンを推奨します。シューズの制限は特にありません。 

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

➢ 成績表は後日関東学連のホームページに掲載します。紙媒体での成績表の発行は行いません。 

➢ 本選考会の忘れ物は、後日関東学連のホームページに掲載します。忘れ物に気づいた方は 1週間以内に問

い合わせ先までご連絡ください。連絡のないものについては処分します。 

➢ 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 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。返信は上記のメールアドレスからになります。 

ただし、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。 

 

 


