
2020 年 5 月 13 日 発行 

 

第 88回上尾オリエンテーリング大会（公認大会カテゴリ S） 

兼 2020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 2.1 

要項 2.0からの追記点は蛍光黄色で表記 

1. 大会概要 

開催日  2020 年 7 月 5 日（日） 雨天決行・荒天中止 

開催地  埼玉県熊谷市 

会場  熊谷スポーツ文化公園（http://www.parks.or.jp/kumagaya/） 

主催  関東学生オリエンテーリング連盟 上尾オリエンテーリングクラブ 

主管  2020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

関東地区代表選考会実行委員会 

後援予定  熊谷市 

 

大会役員 

実行委員長  西下 遼介（慶應義塾大学 2016 年度入学） 

 運営責任者  高村 卓 （上尾オリエンテーリングクラブ） 

高本 章寛（筑波大学 2016 年度入学） 

競技責任者  茂原 瑞基（慶應義塾大学 2016 年度入学） 

 渉外責任者  西下 遼介（慶應義塾大学 2016 年度入学） 

コースプランナー  桃井 陽佑（慶應義塾大学 2016 年度入学） 

 イベントアドバイザー 酒井 克明（東京都オリエンテーリング協会） 

 

大会公式ホームページ 

関東学生オリエンテーリング連盟 http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/ 

上尾オリエンテーリングクラブ https://ageo-olc.jimdofree.com/ 

 

開場時間   9:00 予定 

競技開始時間  10:30 予定 

http://www.parks.or.jp/kumagaya/
http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/
https://ageo-olc.jimdofree.com/


2. 交通 

お車でお越しの場合 

 

出典：熊谷スポーツ文化公園ホームページ( http://www.parks.or.jp/kumagaya/access/#way_car ) 

 

・ 国道 17 号熊谷バイパス肥塚交差点または熊谷スポーツ文化公園入口(旧”上之北”)交差

点から約 700m 

・ 関越自動車道東松山 I.C から熊谷・東松山道路を熊谷方面へ約 18km 

・ 関越自動車道花園 I.C から国道 140 号を熊谷方面へ約 16km 

・ 東北自動車道羽生 I.C から国道 125 号線を熊谷方面へ 20km 

 

公共交通機関でお越しの場合 

・ 熊谷駅より路線バスで約 15 分 

・ 熊谷駅より徒歩で約 50 分  

http://www.parks.or.jp/kumagaya/access/#way_car


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（スプリント競技） 

  SPORTident 社製電子パンチングシステム タッチフリーSI（SIAC）を計時に使用 

○使用地図 

『熊谷スポーツ文化公園』 

（2006 年上尾オリエンテーリングクラブ作成、2020 年修正） 

ISSprOM2019 準拠 縮尺 1:4000 等高線間隔 2ｍ 

 

テレイン情報 

「平成 16年秋国体でもメイン会場として用いられたこの公園は全体で約

88ha の広さを持ち、多くのスポーツが楽しめるよう適度なアップダウン

が作られています。公園内ではランニングやウォーキングを楽しむ方も

多くみられます」 

（2016 年度関東学連スプセレプログラムより一部改変） 

 

ラグビーワールドカップ 2019 の開催に伴い、公園北西のラグビー場周辺

は 2018 年に改修されました。2016 年度の関東学連スプリントセレクシ

ョンとはまた違った雰囲気を味わえるでしょう。 

○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 

  



○競技クラス 

クラス 
参加資格・レベル 競技者登録 

男性 女性 

M21A W21A 19 歳以上 

必要 

M30A W30A 30 歳以上 

M40A W40A 40 歳以上 

M50A W50A 50 歳以上 

M60A W60A 60 歳以上 

M70A W70A 70 歳以上 

M80A W80A 80 歳以上 

M90A W90A 90 歳以上 

M20A W20A 19-20 歳 

M18A W18A 16-18 歳 

M15A W15A 13-15 歳 

M12 W12 11・12 歳 

不要 

M10 W10 10 歳以下 

BL/BS 中級者 

OAL/OAS 上級者 

OBL/OBS 中級者 

N/ON 初心者 

G/OG 2~5 人のグループ 

・ 選考クラスは M/W21A クラスとなります。 

・ 各クラスに対し申込者多数の場合、レーン分けを行う可能性がございます。 

・ 関東学連選考クラス参加以外の方は、年齢に合ったクラスに参加できます。 

・ 年齢は 2021 年 3 月 31 日までに達する年齢とします。 

・ 18 歳以下の方は、1 つ上のクラスへの申し込みができます 

・ M は男性クラス、W は女性クラスです。女性の M クラスへの参加は可能です。 

・ L は比較的長め、S は比較的短めのコースです。 

・ G/OG クラスは複数人で回るクラスです。1 グループあたり 1 つの地図と 1 つの SIAC

をお渡しします。 

・ 当日参加は OAL/OAS/OBL/OBS/ON/OG になります。 

・ 申し込み状況に応じて、クラスの統廃合を行う可能性があります。  



4. 申し込み方法 

Japan-O-entrY から申し込みを行ってください。 

※要項 1 から変更し、Japan-O-entrY のみでの受け付けとなります。 

 申し込み締め切り 入金締め切り 

関東学連所属で選考クラス申込の方 6 月 5 日(金) 6 月 9 日(火) 

上記以外の方 6 月 14 日(日) 6 月 18 日(木) 

・申し込み受け付けは要項 2 の発行とともに開始されます。 

・関東学連所属で選考クラス申込の方は出来るだけ団体ごとにお申し込みください。 

・申し込みリンク 

関東学連所属で選考クラス申込の方 https://japan-o-entry.com/event/view/472 

上記以外の方   https://japan-o-entry.com/event/view/473 

 

◯参加費 

参加者 参加費 

大学生（N/ON, G/OG クラス以外） 2800 円 

一般（N/ON, G/OG クラス以外） 3300 円 

高校生以下（N/ON, G/OG クラス以外） 1500 円 

N/ON, G/OG クラス 500 円 

マイ SIAC 使用 −300 円 

当日参加（ON, OG クラスを除く） +500 円 

・一般クラスの参加費には JOA 会員支援金 500 円を含みます。（大学生以下を除く） 

・新型コロナウイルスの影響による大会中止の場合、参加費の一部返金を行う可能性があ

ります。 

・G/OG クラスは 1 グループ 500 円です。代表者のみ申し込みしてください。 

・ON, OG クラスは当日参加の追加料金はかかりません。 

 

◯地図販売 

Japan-O-entrY にて事前申し込みを受け付けます。 

当日の受付は行いませんのでご注意ください。 

全コントロール図 500 円 / 1 枚 

コース図 400 円 / 1 コース 

https://japan-o-entry.com/event/view/472
https://japan-o-entry.com/event/view/473


5. 諸注意 

◯テレインへの立ち入り禁止 

本大会で用いる熊谷スポーツ文化公園及び周囲の街路について、参加を予定している方

の立ち入りを大会終了時まで禁止とします。（但し大会参加時は除く）（埼玉県道 83 号線と

303 号線の通行は妨げません。）関東学生オリエンテーリング連盟に所属する大学は以上の

点について違反した場合、大学単位で失格となる場合がございます。 

 

出典：地理院地図を加工して作成 

 

◯新型コロナウイルスに関連する大会の開催判断について 

本大会の実施、延期については 6 月上旬ごろに判断し、大会ホームページに掲載する予

定です。 

◯その他 

・ピン付きシューズの使用は禁止します。 

 

 

6. お問い合わせ 

大会実行委員長 西下遼介 

メールアドレス sprint2020kanto☆gmail.com（☆を＠に変えてください） 


