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2019 年 6月 23日 

2019 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会  
スプリント競技部門関東地区代表選手選考会  

要項 3・プログラム  
 
開催日： 2019 年 6月 30日（日） 雨天決行・荒天中止 

開催地： 駿河台大学 

会場：  飯能市立加治東小学校 (〒357-0023 埼玉県飯能市岩沢 1243) 

主催：  関東学生オリエンテーリング連盟 

主管：  2019 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 

関東地区代表選手選考会実行委員会 

入間市オリエンテーリングクラブ 

後援：  飯能市教育委員会 
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1．タイムテーブル 

 
2. 交通 

会場：飯能市立加治東小学校 (〒357-0023 埼玉県飯能市岩沢 1243) 

公共交通機関でお越しの方 

西武池袋線「元加治駅」下車 会

場まで徒歩 15分です。 

※ 来場の際、JR八高線をご利用の方

は東飯能 金子駅間にて立入禁止区

域を通過します。 

利用に制限はしませんが、テレイ

ン方向を見ないようにするなど良

識ある行動に努めてください。 

お車でお越しの方 

圏央道 狭山日高 ICより約 20分、青梅 ICより約 15分です。 

来場の際、立入禁止区域に入らないようご注意ください。 

 

駐車場 

あいわ広場 
（〒357-0046 埼玉県飯能市阿須 211-1） 

利用ルール 

9:20 以降に駐車してください。 

駐車場入口にいる役員の指示に従ってください。役員が

不在の時間帯は空スペースに駐車してください。 

 

9:20 駐車場 開場 

9:30 会場 開場 

10:50 スタート開始 

14:37 スタート閉鎖 

15:07 フィニッシュ閉鎖 

15:40 調査依頼 締切 

16:30 会場閉鎖 

@ Google Map 

@ Google Map 
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3．会場 

はじめに：参加者の方へ 

重大な渉外問題の発生を防ぐため、本選考会では以下の注意事項を厳守してください。 

1) 指定駐車場の使用 

車で来場する方は、1. 交通案内に記載のあいわ広場に必ず駐車してください。 

周辺の駐車場への駐車および周辺道路での停車等の行為はおやめください。 

2) 会場内での飲食禁止 

会場の体育館内および小学校の建物内での一切の飲食を禁止とします。 

水分補給や食事はその他のスペースにてお願いします。 

3) 地元の方への挨拶 

地元の方への理解を深めるためにも出会った方への挨拶は怠らないようにしてください。必要であれ

ば大会趣旨の説明を行ってください。 

4) 会場内に泥を持ち込まない 

体育館内に靴や靴下についた泥を持ち込まないでください。 

5) 片付け 

会場の体育館は綺麗に使用してください。ごみはクラブ内でまとめるか、個人で必ず持ち帰ってくだ

さい。 

会場レイアウト 
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受付 

SI カードの番号変更や代走申請を行います。 

代走申請は一般クラス（L / S クラス）のみ認めます。 

当日参加は設けません。 

配布物 

受付前にてゼッケン 1枚と SI カードとスタート誘導地図の 3点を配布します。 

関東学連加盟員の方は大学ごとに封筒を取ってください。 

ゼッケンにつける安全ピンは各自でご用意ください。 

また、レンタルした SI カードとゼッケンの番号が一致しているかどうかを確認してください。 

SI テスト用ステーション 

会場入口付近に SI テスト用のステーションを設置します。 

参加者の方は自身でクリアとチェックを行ってからスタートに向かってください。 

地図販売 

エントリーの際地図販売の事前申し込みをされた方については、受付にて配布を行います。 

選考会当日に地図販売は行いませんのでご注意ください。 

その他諸注意 

・ 本選考会当日、本テレイン範囲を含む地図、およびそれに類するもの（O-Map、行政図、コピー、

写真、イラスト等）の持ち込みを禁止します。 

・ ピン付きシューズの使用は禁止します。 

・ 本選考会では表彰式は実施しません。 

 

4. 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 

コース情報 

※ コース距離は実走値です。 

計時システム 

全クラスで SPORTident 社の電子パンチングシステムを使用します。 

クラス 距離 (km） 登距離 (m) 優勝設定時間（分） コントロール数 

Ms 3.5 30 15 23 
Ws 2.9 30 15 18 
L 3.4 30 15 23 
S 2.2 20 15 17 



 5 

タッチフリー対応の SI カード（SIAC）を使用します。 

初めて SI の大会に参加される方は、「SI カード使用時の注意」を必ず一読するようにしてください。 

本選考会ではタッチフリーでのパンチにより計時を開始し、パンチングフィニッシュにより計時を終

了します。 

競技規則 

「日本オリエンテーリング競技規則」に基づき実施 

使用地図 

「駿河台大学」 2016 年作成、2019 年修正 版権：入間市オリエンテーリングクラブ 

地図表記 JSSOM2007 準拠 縮尺 1：4,000 等高線間隔 2.5m 

走行可能度 4段階表示 地図サイズA4 

テレインへの立入禁止 

本選考会で用いる「駿河台大学」をクローズテレインとし、参加を予定している方のテレイン内への

立ち入りを終了まで禁止とします。但し選考会参加時は除きます。 

以上の点について違反した場合、大学単位で失格となる場合があります。 

※ 立入禁止区域には 195号富岡入間線も含まれますのでご注意ください。 

セブンイレブン飯能阿須店の利用は妨げませんが、立入禁止区域内の道路は通行しないでください。 

競技時間 

Ms クラス：     30 分 

Ws, L, S クラス： 40 分 

当日の運営スケジュールの都合上、Ms クラスの競技時間は 30 分と短くなっていますので、
注意してください。 
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競技時間を超過した場合は失格となりますので、競技の途中であっても速やかにフィニッシュ地区へ

向かってください。 

テレイン概要 

駿河台大学は加治丘陵の北西部に位置し、階段状の平坦なキャンパスと里山エリアに分かれています。

キャンパスは比較的大きな建物群と芝生広場・池・各種競技場・駐車場などの屋外活動エリアから構

成されており、里山エリアは針葉樹と広葉樹の混合林で小径のネットワークが発達しています。山林

部では一部見通しが悪く、地表は落葉枝で覆われ滑りやすいところも存在します。 

コース概要 

＜Ms / Ws / L クラス＞ 

レース全体を通して、常にルート選択と正確なナビゲーションを強いるコースとなっており、高い集

中力が要求されます。細かな構造を有するエリアではすばやい方向転換が行えること、開けたエリア

では短時間でトップスピードに持っていく加速力が鍵を握ります。ルート選択によっては不整地を走

行する可能性もあります。小手先の技術やテレイン予習ではなく日頃からいかにスプリント競技に関

心を持って取り組んでいるかが結果につながるでしょう。 

＜Sクラス＞ 

ナビゲーションの難易度は低いですが、簡単なルート選択を問うコースとなっています。単に最初に

見えたルートを辿るのではなく、他のルートと距離や難易度を検討してからルート選択をし、ナビゲ

ーションを行うことをおすすめします。 

特殊記号 

本選考会で使用する地図は特殊記号および図式規定とは異なる

表記をされているものについて、右図のような凡例にしたがって

表記されています。 自動車の運行する道は下記で述べる 709立

入禁止区域の記号がかかっている場合を除き走行可能ですが、通行する車両には十分お気をつけくだ

さい。 

立入禁止区域 

テレイン内には立入禁止区域が存在します（JSSOM2007 709）。立ち入った場合には失格となります。

また、709の立入禁止区域において地図上にてパープルの破線（709立入禁止区域の輪郭線）で表記

された箇所には現地に短冊状に青黄テープを設置しますが、地図の判読性の都合上、輪郭線が表記さ

れていない場所も存在します。 
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通過禁止の地図記号 

JSSOM では通過禁止の地図記号が定められており、これらの記号で

表記された箇所を通過・侵入した場合は失格となります。主なものを

右図に示します。 

この記号で表記される特徴物の片側にコントロールが設置されてい

る場合、反対側から手を伸ばしてパンチすることは失格となるのでご

注意ください。 

また、競技者が誤って立ち入るのを防ぐため私有地・花壇等を表す立入禁止区域（JSSOM2007 528.1）

の境界や、植え込みを表す通過不能な植生（JSSOM2007 421）の不明瞭な隙間などに青・黃テープ

を巻いてある箇所が存在します。なお、地図上にこのテープに関する表記はありません。 

立入禁止区域（JSSOM2007 528.1）の例を以下に示します。特に新入生に対して、上級生やオ
フィシャル・コーチによる周知をお願いいたします。 

 

 

競技規則逸脱事項 

競技規則 16.4 について、テレインの制約上、変更以前の以下の規則を適用することとします。 

コントロールは 15m以内に近接して設置すべきでない。さらに特徴物が同じコントロールは 30m以

内に近接すべきでない。 

一部近接コントロールが多く設置されているエリアがございます。十分お気をつけください。 

公式掲示板 

会場内に公式掲示板を設置します。 

参加者に対する公式な情報は全てこの掲示板によって通知します。 

コントロール位置説明 

コントロール位置説明表は地図に印刷されています。また、スタート地区で配布します。 

サイズは 18cm×6cm以下です。 

調査依頼申請 

競技に関する疑義が生じた際は調査依頼を行うことができます。本部にて所定の用紙に必要事項を記

芝生の養生エリア 土手の法面 庭園 
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入して提出してください。回答は提出者に通知するとともに、公式掲示板に掲示します。回答が不服

の場合、提訴を行うことができます。書面で本部に裁定委員会宛てに提出してください。裁定委員会

の決定を最終裁定とします。 

裁定委員 

本選考会での裁定委員は以下の通りです。 

尾崎 弘和（トータス） 

宮川 早穂（ES関東クラブ） 

藤生 考志（東京OLクラブ） 
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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 950m（徒歩約 15分）です。 

スタート地区までの移動は受付で配布する地図に従ってください。 

運営者による荷物の輸送は行いませんのでご了承ください。 

スタート地区 

スタートリストなどの掲示物と給水を用意します。また SI テスト用ステーションを設置します。 

出走までの流れ 

◯ 4 分前枠 

役員によるゼッケン確認後、待機スペース前に

てSIACのクリアおよびチェックを正しい順序

で行ってください。クリアステーションは

SIAC を差し込んでから数秒後に電子音と光を

発します。クリア後は、3秒ほど待ってからチ

ェックステーションにパンチしてください。 

◯ 3 分前枠 

レーン手前で SI カードの番号のチェックを受

けてから役員の指示に従い参加クラスのレー

ンへ進んでください。 

◯ 2 分前枠 

配布用コントロール位置説明を配布します。 

◯ 1 分前枠 

役員が地図を取り競技者に確認の上、地図をス

タートステーションの真下に置きます。 

スタートステーションは 1 分前枠からスター

ト方向に数メートル進んだ先にあります。 

この方式では役員の合図によりスタートステ

ーションにタッチフリーでのパンチを行い、

SIACが反応したことを確認してください。その後、地図を取ってスタート誘導を辿り、スタートポス

トに向かってください。 

◯ 遅刻枠 

万が一遅刻した場合には、役員の指示に従ってスタートしてください。その場合、正規のスタート時

刻からスタートしたタイムとして計算されます。ご注意ください。 
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失格となる行為 

スタート時、意図的に SI をパンチせずに地図を先に読もうとした場合 

スタート誘導を辿らず、スタートフラッグの側を通過しなかった場合 

◎ 競技中 
競技中の誘導 

競技中の誘導は赤白テープにて行います。 

競技中の注意事項 

・ テレイン内で怪我人を見た場合は、速やかに近くの役員へ知らせてください。 

怪我人の救助は競技よりも優先してください。 

・ テレイン内には大学関係者および一般の方の通行があります。 

接触事故等のないよう注意して競技を行ってください。 

・ 狭いエリアでの通行時の不慮の事故や怪我にお気をつけください。 

・ テレイン内の道路を車が通行する可能性があります。 

競技中は十分注意して走行してください。 

・ 誘導の終わりの表示については、公式掲示板にて写真付きで例示する予定です。 

◎ 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の形式を採用しております。 

必ずフィニッシュステーションに SI カードを差し込み、音と光を確認してフィニッシュしてく
ださい。SIACはフィニッシュを通過するとタッチフリーでのパンチが可能な状態が終了します。
競技途中でフィニッシュの近くは絶対に通らないでください。 

バックアップ計時 

本選考会ではビデオカメラによるバックアップ計時を行います。 

地図回収 

スタート閉鎖時刻（14:37）までにフィニッシュした場合、地図を回収します。役員の指示に従って、

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・ゼッケン番号を記載し、地図回収箱

に入れてください。回収した地図は後ほど会場にて返却します。 

◎ 会場へ帰還、計算センターにて読み取り 

フィニッシュ後 

フィニッシュ地区では滞留せず、役員の指示に従って速やかに会場にお戻りください。フィニッシュ

した選手の隔離は行いません。競技を終えた選手は、スタート前の選手に競技情報を伝達しないよう

お願いします。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。



 11 

同様の理由からオフィシャル・コーチのフィニッシュ地区への立ち入りを禁止します。 

会場までの誘導 

フィニッシュから会場までは地図誘導です。フィニッシュ地区で地図を受け取って会場までお戻りく

ださい。途中で通行量の多い道路を横断するため、注意して通行してください。 

計算センター 

フィニッシュ後は会場にて SI カードの読み取りを行います。役員の指示に従って必ず計算センターま

でお越しください。レンタルした SI カードは読み取り時に回収します。 

◎ フィニッシュ閉鎖 
フィニッシュ地区を 15:07 に閉鎖します。参加者は競技の途中であっても、必ずこの時刻までにフィ

ニッシュを通過してください。通過を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、必ず役員までご連絡ください。 

 

6. 関東地区代表選手選考 

日本学生オリエンテーリング連盟からの発表に基づき、2019 年度日本学生オリエンテーリング選手

権スプリント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以下のように定めます。

（前年度個人実績枠を除く） 

 男子：28名 

 女子：11名 

※前年度個人実績枠は除外しています。対象選手は以下の 4名です。 

男子（3名） 桃井 陽佑（慶應義塾 4）、種市 雅也（東京 4）、大橋 陽樹（東京 4） 

女子（1名） 増澤 すず（筑波 4） 
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7. SI カード使用時の注意事項 

 

 

SI カード全般の注意事項 

SI カードはコントロール記録数に右記の制限が

あります。不必要なパンチを行ってパンチ数が

記録数を超える場合には失格になります。 

（同一コントロールを複数回パンチした場合で

もすべてのパンチが記録される可能性がありま

すので、ご注意ください) 

マイカードの方はご自分の SI カード番号でカー

ドの種類をご確認ください。  

タッチフリー対応 SI カード（SIAC）使用時の注意事項 

SI カードの加工・紛失 

レンタル SIACへの加工、書き込み等は認められません。レンタル SIACには指に固定するため

のベルトが付属していますが、紛失防止の目的でさらにゴムひもを取り付けることを認めます。

(ゴムひもは各自で用意してください)レンタル SI カードを破損又は紛失した場合は実費を頂きま

す。競技中の SI カード破損又は紛失によりデータの読み取りが不可能となった場合、記録は失格

となります。 

スタート枠に入るまで 

スタート枠に入る前に、SIACの先端をクリアステーションの穴に差し込み、続いてチェックステ

ーションに差し込みます。パンチされた場合にはピッという電子音が鳴り、SI ステーションの赤

いランプが点灯します。この操作により SIACのコントロール通過記録がリセットされ、さらに

タッチフリーでのパンチが可能な状態になります。 

SIACがONになっている状態では、SIACの先端にある非常小さな緑色の LEDが 10秒に 1回光

るので、確認してください。 

スタート 

本選考会ではタッチフリーでのパンチにより計時を開始します。 

この方式では役員の合図によりスタートステーションにタッチフリーでのパンチを行い、SIACが

反応した瞬間計時が開始します。パンチングスタートにおける SIACの反応の有無を確認するの

は競技者の義務です。 

 

 

種類 カード番号 コントロール記録数 

カード 5 1-499999 36 

カード 8 2000000-2999999 30 

カード 9 1000000-1999999 50 

カード 10 7000000-7999999 128 

カード 11 9000000-9999999 128 

SIAC 8000000-8999999 128 

初めて SI の大会に参加される方は、こちらを必ず一読するようにしてください。 
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パンチ方法 

競技中、SIACをステーションから 50cm以内に近づければ 0.06 秒以内にパンチが完了し、SIAC

が光と音を約 3秒間発生します。パンチしたときは必ず自分の SIACの音か光を確認してくださ

い。何人かで同時にパンチした際は、音が聞こえても他人のパンチの音の場合もあるので、 

自分の SIACの光を確認することが最も確実です。 

ミスパンチについて 

途中で間違ったコントロールのパンチが記録されていても正しい順番で回ったことが確認できれ

ば完走と認めます。従って間違ったコントロールでパンチした場合でもそのまま正しいコントロ

ールに行ってパンチすればよいことになります。 

 【例 1】7→8→9と行くべきところ、8を飛ばして 9をパンチした(7→9)場合  

  ⇒ 8 に戻ってパンチし、再び 9をパンチする。 

 【例 2】7の次に 8に行くべきところを他のクラスのコントロールXでパンチした場合  

  ⇒ 8 に行ってパンチし、9へ向かう。  

パンチが確認できなかった場合 

SIACを SI ステーションに十分近づけても電子音も光も出ない場合は、SIACの先端をステーショ

ンの穴に差し込んでください。差し込んでから数秒待っても電子音も光も出ない場合は SI ステー

ションが故障している可能性があります。その場合は、コントロールに設置されているピンパン

チを使用して地図のリザーブ欄にパンチをしてください。ピンパンチによるパンチがない場合に

は当該コントロールの通過は認められず、失格となります。またリザーブ欄がいっぱいになった

場合を除き、リザーブ欄以外の箇所にパンチがあっても通過とは認めません。 

フィニッシュ 

本選考会ではパンチングフィニッシュにより計時を終了します。 

フィニッシュでは SIACをステーションに近付けるだけでは通過記録は残らず、SIACの先端をス

テーションの穴に差し込む必要があります。SIACはフィニッシュを通過するとタッチフリーでの

パンチが可能な状態が終了します。競技途中でフィニッシュの近くは絶対に通らないでくださ

い。 

SIACと GPS時計 

GPS 時計のアンテナが SIACの感度を大きく低下させるので、SIACと GPS時計は同じ腕に取り

付けないでください。  
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8. その他諸注意 

個人情報 

本選考会で申込された個人・団体の情報は本選考会の運営用途のみ使用し、目的外に使用すること

はありません。 

傷害保険 

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ください。また選考会

当日に怪我をされ、傷害保険の適応を希望する方は、一週間以内に問い合わせ先までご連絡くださ

い。 

成績表 

選考クラスの成績表は、後日関東学連ホームページにて発表いたします。紙媒体での成績表の発行

は行いません。 

忘れ物 

本選考会後の忘れ物は、後日関東学連ホームページに掲載します。忘れ物に気づいた方は、一週間

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いたします。 

 

9. お問い合わせ先 

実行委員長 大田 将司 

メール sprint2019kanto⭐gmail.com（⭐→@） 

電話 070-4176-0935 

 可能な限りメールでのご連絡をお願いします。本選考会の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。 

 

大会役員 
実行委員長 大田 将司（一橋大学   2015 年度入学） 

運営責任者 清水 直  （東京大学   2015 年度入学） 

競技責任者 豊田 伸平（東京大学   2015 年度入学） 

渉外責任者 粂 潤哉  （東京大学   2014 年度入学） 

コースプランナー 上島 浩平（慶應義塾大学 2015 年度入学） 

イベントアドバイザー 瀬川 出  （東京大学   2014 年度入学） 


