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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 

ミドル・ディスタンス競技部門 

北海道・東北地区及び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（JOA 公認大会カテゴリ B） 

1. 大会概要 

日時 2018 年 12 月 9 日（日） 

場所 栃木県日光市 

会場 日光市丸山公園広場 

主催 栃木県オリエンテーリング協会 

共催 関東学生オリエンテーリング連盟 

 北海道・東北学生オリエンテーリング連盟 

主管 2018 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 

 北海道・東北地区及び関東地区代表選手選考会実行委員会 

 実行委員長 関根直紀（東北大学 2014 年度入学） 

 運営責任者 田中翔大（東京大学 2014 年度入学） 

 競技責任者 松尾怜治（東京大学 2014 年度入学） 

 総務責任者 荻田育徳（栃木県協会） 

 コースプランナー 加藤岬 （東京大学 2014 年度入学） 

 イベントアドバイザー 橋本知明（東京都協会） 

2. アクセス 

◆ 公共交通機関を利用する場合 

 東武鬼怒川線大
だい

谷
や

向
むこう

駅より徒歩 35 分程度（約 2.6 km） 

 テープ等による誘導はありません。 

◆ 自家用車を利用する場合 

 日光宇都宮道路今市 IC より 8 分程度 

 会場内に駐車場を用意しますが、駐車スペースには限りがあります。 



3. 競技情報 

競技形式 

個人によるポイントオリエンテーリング（ミドル・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 

競技開始時刻 

10：30 を予定しています。 

使用地図 

『日光愛宕山』 ISOM2017 準拠 2018 年日本学生オリエンテーリング連盟作成 

縮尺 1：10,000 等高線間隔 5 m 走行可能度 4 段階 

テレイン概要 

本テレインは、標高約 400～500 m に位置し、比較的なだらかな尾根と侵食された深い

沢や急峻な斜面で構成されています。手入れされた針葉樹林が広範囲を占めており、見

通しや走行可能度は良好です。また、全域にわたって道や小道、小径が発達しており、

走行の障害となるような岩石地帯等も見られません。（2017 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、リレー競技部門 要項 3.1 より引用） 

トレーニングテレイン 

日光高畑（2018 年日本学生オリエンテーリング連盟作成） 

立ち入り禁止区域 

本選考会参加予定者がオリエンテーリング目的で下図の範囲に立ち入ることを禁止し

ます。違反した場合は大学単位で失格とする場合があります。 

 



4. クラス設定 

 

クラス 参加資格＊1＊2 競技者登録＊3 
優勝設定

時間[min] 
備考 

M/W21E 有資格者＊4 必要 30－35  

M/W21A 19 歳以上 必要 25－35 セレクション対象クラス 

M/W35A 35 歳以上 必要 25－35  

M/W50A 50 歳以上 必要 25－35  

M/W65A 65 歳以上 必要 25－35  

M/W20A 19－20 歳 必要 25－35  

M/W18A＊5 16－18 歳 必要 25－35  

M/W15A＊5 13－15 歳 必要 25－35  

M/W12＊5 11－12 歳 不要 25－35  

M/W10＊5 10 歳以下 不要 25－35  

BL 制限なし 不要 25－35 中級長めコース 

BS 制限なし 不要 25－35 中級短めコース 

G＊6 制限なし 不要  1－5 人グループ向け 

OAL 制限なし 不要  M35A 相当、表彰対象外 

OAS 制限なし 不要  M65A 相当、表彰対象外 

＊1． 年齢は 2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日の内に達する年齢とします。 

＊2． W クラスには女性のみが参加することができます。また M クラスは男性向けです

が女性も参加することができます。 

＊3． 10 月中に登録手続きを済ませ、申し込み用紙に登録番号を記載して申し込みをして

ください。詳細については日本オリエンテーリング協会ウェブサイトを確認してく

ださい。 

＊4． 上記ウェブサイトから E クラス出場資格の確認ができます。 

＊5． 基本とするクラスに対して 1 ランク上のクラスに参加できます。 

＊6． E カード 1 枚と人数分の地図を用意いたします。 

＊ 申し込み人数によってはクラスの分割、あるいは統廃合を行う可能性があります。 

＊ 当日申し込みは用意しませんのでご理解ください。 

＊ OAL/OAS クラスのみ代走を認めます。選考会当日受付にて申請してください。 

http://www.orienteering.or.jp/runner/
http://www.orienteering.or.jp/runner/


5. 参加費 

 

 一般（大学院生を含む） 大学生 高校生以下 

E クラス 4000 円 3000 円 2000 円 

A クラス 3500 円 2500 円 1500 円 

B/O クラス 3000 円 2500 円 1500 円 

10/12 クラス 500 円 

G クラス 1 人あたり 500 円 

関東 

学連 

E クラス 2700 円 

A/B クラス 2200 円 

 一般 E/A クラスの参加費には会員支援金 500 円が含まれます。 

 関東学連からの補助金により加盟校は参加費が安くなっています。 

 E カードのレンタル代は 300 円です。G クラスについてはレンタル代が参加費に含ま

れています。紛失・破損した場合は補償していただきます。 

 プログラムおよび成績表の郵送代金は 1 部あたり 300 円です。 

 

6. 申し込み方法・入金方法 

1.メール申し込み・銀行振り込み 

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または北東学連ホームページから該当する

エントリーシートをダウンロードし、必要事項を記入してください。プログラムおよ

び成績表の郵送を希望する場合は該当欄で“希望する”を選択してください。またエン

トリーシートのファイル名に大学名（団体名・個人名）を付け加えてください。 

（例：2018msel_entrysheet_○○大学.xls） 

エントリーシートは、「関東学連加盟校エントリー用」と「北東学連加盟校用兼一般

参加者エントリー用」の 2 種類あります。必ず該当するエントリーシートを使用して

ください。 

メールの件名を 

 【○○学連エントリー】○○大学（関東学連・北東学連加盟校） 

 【エントリー】○○大学 または 団体名 または 個人名 

としてエントリーシートを添付して下記申し込み先まで送信してください。確認のメ

ールを返信します。3 日経過しても返信がない場合は下記連絡先までお願いします。 



参加費の振り込み 

下記の口座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）

を記入してください。振り込み手数料は申し込み代表者が負担してください。 

 

申し込み担当者 刀根大輔 

担当者連絡先 dai55t.f[at]gmail.com（[at]→＠） 

金融機関名 ゆうちょ銀行 

支店名 〇四八支店 

店番号 048 

口座番号 0071583 

記号番号 10480-00715831 

名義 トネ ダイスケ 

 

2.Japan-O-entrY（セレクションクラスはこちらの方法での申し込みを受け付けていません。） 

セレクションクラス以外のクラスに申し込む場合、Japan-O-entrY から申し込みを行う

ことができます。6 名以上の団体は団体申し込み機能を利用することもできます。利用

する車の台数は備考欄に記載してください。プログラムおよび成績表の郵送を希望する

場合は備考欄に郵送先住所を記入してください。 

 

 セレクションクラスの申し込み方法は 1 のみです。そのほかのクラスは 1,2 どちらの方

法でも申し込みが可能です。 

 申し込み締め切りは E/A（セレクションクラス含む）：11 月 12 日（月）、その他：11 月

19 日（月）です。 

 申し込みは「メールの送信と参加費の振り込みの両方」または「Japan-O-entrY での申

し込みと入金の両方」をもって完了とします。 

 1 または 2 での申し込みが難しい場合は別途対応いたしますので下記連絡先まで相談

してください。 

 

https://japan-o-entry.com/


7. 注意事項 

 服装は公序良俗に反しない限り自由ですが、肌の露出の少ない長そで長ズボンを推奨

します。シューズについての制限はありません。 

 本選考会に申し込む際に必要な個人情報は本選考会運営の目的のみに使用します。 

 本選考会が中止になった場合、参加費の返金はありません。 

 本選考会では傷害保険、賠償責任保険に加入します。 

 要項は予告なく更新される可能性があります。 

 プログラムは 11 月 23 日（金）発行予定です。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

実行委員長 関根直紀 

メールアドレス kantohokuto.ms2018[at]gmail.com（[at]→@） 

電話番号 090-1778-0058 


