
         発行日 2022/6/13 

2022 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 関東地区代表選考会 

兼 北信越地区女子代表選考会 

要項 2.3 

0. 要項 2 からの変更点 

・代表選考対象に北信越女子を追加しました。 

・感染症対策について追記しました。 

・クラスに MFC・WFC を追加しました。 

・要項 2,0 からの変更点は黄色でハイライトをしています。 

 

1.概要 

・日時 2022 年 6 月 26 日（日） 

・場所 栃木県矢板市 

・会場 城の湯温泉センターキャンプ場 

・主催 関東学生オリエンテーリング連盟 

・主管 2022 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 伊藤 嵩真（東京大学 2018 年度入学） 

 運営責任者 田淵 ヒカル（慶應義塾大学 2018 年度入学） 

 競技責任者 藤原 悠平（東京大学 2018 年度入学） 

 コース設定者 朝間 玲羽（東京大学 2018 年度入学） 

 イベントアドバイザー 宮西 優太郎（宮西山野精図） 

 

2.交通案内 

・公共交通機関を利用の場合 

 矢板駅から徒歩 2.5km 

・自家用車を利用の場合 

 東北自動車道「矢板 IC」「矢板北スマート IC」から 10 分弱 

 申し込み時に利用する車の台数をご記入ください。 

 

3.立ち入り禁止範囲 

本選考会に参加を予定している方の、以下の競技エリア(下図パープルハッチで囲まれた 



競技範囲)へのオリエンテーリングを目的とする立ち入りを選考会終了まで禁止とします。 

ただし、選考会参加時を除きます。違反した場合、大学単位で失格とすることがあります。 

 

クローズテレイン：『矢板合会』および『矢板幸岡』 

 
 

4.競技情報 

・競技形態 ポイントオリエンテーリング ロング・ディスタンス部門  

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 『矢板合会』『矢板幸岡』  

縮尺 1:15000 一部クラスでは 1:10000 を使用予定  

等高線間隔 5m 走行可能度 4 段階 ISOM2017-2 準拠 

・クラス情報 



 
・ 競技時間は E・A クラスは 1２0 分、MEC・WEC・MAC・WAC・F クラス

は.100 分とします。 

・ 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が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。 

・ 当日申し込みはありません。必ず申し込み期限までにお申し込みください。 

・ 併設クラスは、関東 ME と MEC、関東 WE と北信越 WE と WEC、関東 MA と 

MAC、関東 WA と WAC 、関東 MF と MFC、関東 WF と WFC はそれぞれ同

一コースとなります 

 

 

5.当日の流れ（予定） 

開場・受付開始 8:30 

スタート時刻 10:30 

フィニッシュ封鎖 15:00 

会場封鎖 16:30 

 

6.関東地区代表選考会 

関東 ME 及び 関東 WE クラスを 2022 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 技部門における関東地区代表選手選考クラスとします。 

後日発行のプログラムにて、2022 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング・ 

クラス 距離 優勝設定時間 参加資格

関東ME

関東WE

7km程度

5.5km程度

60分程度

55分程度

選考クラス。2022 年度関東学連

加盟員、加盟登録 4 年以内の者。

北信越WE 5.5km程度 55分程度
選考クラス。2022 年度北信越学連

加盟員、加盟登録 4 年以内の者。

関東MA

関東WA

3.5km程度

3.0km程度

45分程度

45分程度

中級者対象の一般クラス。

2022 年度関東学連加盟員。

関東MF

関東WF

3.0km程度

2.5km程度

40分程度

40分程度

新人クラス。2022 年度から新規

加盟登録を予定している者。

MEC

WEC

7km程度

5.5km程度

60分程度

55分程度

MAC

WAC

3.5km程度

3.0km程度

45分程度

45分程度

MFC

WFC

3.0km程度

2.5km程度

40分程度

40分程度

併設クラス。

北信越学連の新人向け。

併設クラス。

特に制限は設けない。



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。 

また、関東 ME・関東 WE クラスにおいて参加者多数の場合、レーン分けをします。その

場合、各レーンがセレ対象クラスとなります。 

 

7.北信越地区女子代表選考会 

 北信越 WE クラスを 2022 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

タンス競技部門における北信越地区代表選手選考クラスとします。 

 

8.関東学生オリエンテーリング選手権  

関東 ME 及び 関東 WE クラスの優勝者を関東学生オリエンテーリング選手権者として

表彰いたします。レーン分けが行われた場合、両レーンの優勝者を共に関東学生オリエン

テーリング選手権者として表彰します。 

 

9.申し込み 

 本選考会の申し込みは Japan-O-entrY（https://japan-o-entry.com/）を用いて行います。

申し込み期限は 6 月 12 日（日）です。申し込み期限までに「申込」と「入金」を済まし

てください。 

 
レンタル E-card 使用の場合は上記参加費から 300 円増となります 

・地図販売について 

 エントリーの際に地図販売の事前申し込みを受け付けます。当日申し込みは受け付けま

せんのでご了承ください。価格は以下の通りです。 

全コントロール図：900 円 ME/WE クラス：800 円 その他クラス：500 円 

 

10. 新型コロナウイルス対応 

・感染対策について 

感染対策として以下の点にお気を付けください。 

・大人数での地元施設の利用をしない。 

・会場やスタート地区では、密を避ける。 

・近距離での会話しながらの飲食は控える。 

参加クラス 参加費 参加クラス 参加費

ME

WE
2500円

MEC

WEC

MA

WA
2200円

MAC

WAC

MF

WF
1200円

MFC

WFC
1200円

3000円

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


・マスク無しでの会話は控える。 

・体調に異変がある場合の出場は控える。 

 

・ガイドライン等について 

日本オリエンテーリング協会発行の「オリエンテーリング大会、練習会開催時におけ

る新型コロナウイルス感染防止のためのガイドライン」に基づいて対策を行います。 

http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_1.pdf  
http://www.orienteering.or.jp/joa/2022/2022_0523_COVID-19_2.pdf 

参加者の皆様は以下のチェックリストをご確認の上、感染防止対策にご協力お願いい

たします。 
  http://www.orienteering.or.jp/joa/2022/2022_0523_COVID-19_4.pdf 

 

11.その他 

・保険 

本選考会では保険に加入しております。 

・プログラム 

プログラムは後日関東学連ホームページにおいて発表します。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/ ) に掲載いたします。 

氏名・所属の掲載を希望されない方は、下記問い合わせ先 (伊藤) までご連絡ください。 

・表彰 

本選考会では 2022 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。 

 

12.問い合わせ 

実行委員長 伊藤 嵩真 

メールアドレス kanto.longsele2022●gmail.com(●→@に変換) 

http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_1.pdf
http://www.orienteering.or.jp/joa/2022/2022_0523_COVID-19_2.pdf
http://www.orienteering.or.jp/joa/2022/2022_0523_COVID-19_4.pdf
https://mulka2.com/lapcenter/

