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2010年度関東学連ミドルセレ 要項 
 

1. 概要 

【開催日】 

2010年 12月 19日 

 

【開催地】 

栃木県日光市 

 

【主催】 

関東学生オリエンテーリング連盟 

 

【主管】 

2010 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関東地区代表選

手選考会実行委員会（有志） 

○ 実行委員長 ： 沓木 知宏 （東京大学 2005年度入学） 

○ コースプランナー ： 堀越 裕之 （東京工業大学 2006年度入学） 

○ コントローラー ： 小山 温史 （東京工業大学 2004年度入学） 

 

2. 会場へのアクセス 

【会場】 

ホテルファミテック 体育館 

 

↑ 会場周辺地図 
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【公共交通機関を利用の場合】 

 JR日光線 今市駅より徒歩約 40分 

 東武日光線 下今市駅より徒歩約 50分 

※ テープ誘導はありません。 

 

【車を利用の場合】 

 今市 IC より約 15分 

※ 車で来場される場合には、【問い合わせ先】までご連絡ください。 

違法駐車をした場合は大学単位で失格とします。OB・OGの場合も同様とします。 

 

3. 競技情報 

【競技開始時刻】 

11：00を予定（詳細は後日発行のプログラムを参照） 

 

【競技形式】 

全クラス ポイントオリエンテーリング形式 

 

【通過証明】 

全クラス EMIT社製電子パンチングシステム（E-card）を使用 

 

【使用地図】 

『日光例幣使街道』（2009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 5m  走行可能度 4段階表示 

 

【クラス・参加費】 

クラス 優勝設定時間（分） 対象者 参加費 

ME （男子選考クラス） 40 2010年度関東学連加盟員 

加盟登録 4年以内 
¥1,300 

WE （女子選考クラス） 40 

MA （男子一般クラス） 30 
2010年度関東学連加盟員 ¥800 

WA （女子一般クラス） 30 

MF （男子新人クラス） 30 2010年度関東学連加盟員 

加盟登録 1年目 
¥300 

WF （女子新人クラス） 30 

MEC 40 
一般参加者 ¥2,300 

WEC 40 

※ レンタル E-cardを使用の場合は、¥200増しとなります。 

※ MEC、WEC クラスのみ当日申込みを受け付けます。参加費は¥3,000（My E-card 使用丌

可）となります。 

 

【テレインの概要】 

2009年度インカレミドル・リレーで使用されたテレインである。 

標高350～450mの比較的なだらかな尾根と浸食された急斜面の沢からなっている。浸食された水系に

は所々微地形もみられる。植生は全体的に針葉樹林が広がっており走行可能度はおおむねよいが、一

部薮で覆われた箇所が存在する。テレイン内には中央に高速道路が東西に横断しており、北と南のエリア

に分けられている。北エリアには耕作地が多くみられ、南エリアはほとんどが山林であるが小径が多くみら

れる。また林業が盛んなため一部伐採された箇所があり、テレイン内に植生界が多数存在する。（2009

年度インカレミドル・リレー要項3より抜粋） 
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4. 代表選手選考 

日本学連技術委員会の発表と、日本学生オリエンテーリング選手権ミドル・ディスタンス競技関東地区代表

選手選考会実施基準に基づき、以下の方法でインカレミドル関東地区代表選手を選考します。 

 

【免除】 

日本学生オリエンテーリング選手権ミドル・ディスタンス競技競技者数及びその配分に関する規則の2.3

項に基づき、以下の者をセレクション免除者とします。 

○ 小林 遼 （東京大学 4年） 

○ 山上 大智 （東京大学 4年） 

○ 高野 美春 （十文字女子大学 4年） 

○ 星野 智子 （津田塾大学 3年） 

○ 田村 蓉子 （東京工業大学 3年） 

 

【本選考会における選考】 

上記免除者を除き、選考クラス ME、WEより、 

○ 男子 Aエリート 18名 

○ 男子 Bエリート 24名 

○ 女子 Aエリート 7名 

○ 女子 Bエリート 10名 

を選考します。ただし、選考対象となるのは学連加盟登録 4年以内の者に限ります。 

 

【推薦】 

日本学生オリエンテーリング選手権ミドル・ディスタンス競技関東地区代表選手選考会実施基準第 9条 

に従い、推薦により、 

○ 男子 Aエリート 2名 

○ 男子 Bエリート 2名 

○ 女子 Aエリート 1名 

○ 女子 Bエリート 1名 

を代表選手とします。ただし、推薦による代表者数が上記定数に満たなかった場合、本大会の選考クラス

における競技結果の上位者から順に繰り上がるものとします。 

 

5. 申込み関連 

【申込みの流れ】 

1. 関東学連ホームページより、「2010 年度ミドルセレエントリーシート」（以下 Excel シート）をダウンロード

します。 

2. Excel シートに必要事項を記入します。 

3. 記入が完了した Excel シートをメールに添付して、【申込み先】宛に送信します。 

4. 折り返し、確認のメールが来ます。 

※ 3日経っても返信がない場合は、お手数ですが、【問い合わせ先】まで別途ご連絡ください。 

※ 一般参加者も、申込みの流れはこれに倣ってください。 

 

【Excelシートの記入】 

1. 申込み用紙シート 

全参加者の氏名、参加クラス、学連登録年数、My E-card No.（使用する場合）を記入してください。 

 

2. 学校代表者記入事項シート 

http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/
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大学名、申込み担当者の氏名、連絡先、及び車での来場を希望する場合は利用する車の台数を記入し

てください。 

※ 車での来場を希望する申請者数、利用する車の台数によっては、利用できる車の台数に制限を設け

る場合があります。 

 

【申込み先】 

以下の宛先に申込みメールを送信してください。 

申込み担当  尾木 直 

midkanto2010［at］yahoo.co.jp （［at］→＠） 

 

【申込みメールの形式】 

以下の形式に従って、申込みメールを作成してください。 

 

［宛先］midkanto2010［at］yahoo.co.jp 

［件名］【ミドルセレ申込み】関東大学 

［添付］2010年度ミドルセレエントリーシート（.xls） 

［本文］関東大学の関東です。ミドルセレの申込みです。参加費は○月×日に振り込みました。 

 確認の上、返信お願いします。 

 

【参加費の振込み】 

 申込み締め切り日までに下記郵便口座に参加費を振込んでください。 

 郵便振替（電信丌可）の青い用紙を使用して通信欄に、大学名（申込み者名）、クラス別参加人数、

レンタル E-card使用人数を記入してください。 

 振込み手数料は申込者で負担してください。 

 

［振込み先］ 

 郵便口座加入者名 ： 関東学生 OL連盟 

 口座番号 ： 00140-2-160762 

※ 原則として、一度納入された参加費は返金しません。 

 

【締め切り】 

11月 30日 （火） 厳守 

 申込みは「Excel シートの送信」と「参加費の振込み」をもって完了とします。 

 メールでの申込みが困難な場合は、各大学の担当者を通して関東学連に相談してください。 

 締め切り後は一般参加者のみ当日会場での申込みを受け付けます。 

 後日、関東学連ホームページにてエントリーリストを公開します。必ず確認し、丌備があれば至急【申

込み先】宛てにメール連絡をしてください。 

 

6. その他 

【テレインへの立入禁止について】 

本選考会で使用する 『日光例幣使街道』 範囲内への立入を大会当日まで禁止します。立入が判明し

た場合、大学単位で失格とします。 

 

【誓約書について（関東学連加盟校のみ）】 

各学校代表者は関東学連ホームページより、「2010年度ミドルセレ誓約書」をダウンロードし、大学内の参

加者全員が署名した用紙を大会当日に受付まで提出してください。誓約書が提出されなかった場合は出

走を認めません。誓約書をダウンロードできない、または印刷できない場合は【問い合わせ先】までご連絡

http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/
http://www.orienteering.com/~uofj/kanto/
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ください。別途対応します。 

 

【プログラムの発行について】 

プログラムは関東学連ホームページにて発表します。紙媒体でのプログラムの発行は行いません。 

 

【個人情報について】 

本大会において申し込まれた個人・団体の情報は大会運営用途にのみ使用し、目的外に利用することは

ありません。 

 

【問い合わせ先】 

実行委員長  沓木 知宏 

メール ： tomohiro65［at］hotmail.com （［at］→＠） 

TEL ： 080-1051-6295 

 


