
2012 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／北海道・東北地区代表選考会 

 

要項 

1. 概要 

【開催日】 

2012年 12月 23日（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 

北海道・東北学生オリエンテーリング連盟 

【主管】 

2012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／北海道・東北地区代表選手選考会実行委員会 

・実行委員長：石輪 健樹（東京大学 2008年度入学） 

・コースプランナー：田邊 拓也（東北大学 2008年度入学） 

・コントローラ：小林 知彦（名古屋大学 2005年度入学） 

 

【会場】 

小百小学校 

住所：栃木県日光市小百 531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会場へのアクセス】 

・ 日光宇都宮道路今市IC から車で20 分 

・ 東武鬼怒川線「大桑駅」から約3.5km 

※ 車での来場を希望する場合は、申込時に利用台数の申請をして下さい。希望者多数の

場合、抽選を行う場合がございます。 

2. 競技情報 

【競技形式】 

ポイント・オリエンテーリング 

小百小学校 



【通過証明】 

EMIT社製電子パンチングシステム（E-card）を使用。 

 

【使用地図】 

  ｢不動の滝（北）｣ 

  （2005年 日本学生オリエンテーリング連盟発行、2012年 修正） 

縮尺 1：10000 等高線間隔 5m 走行可能度 4段階表示 

 

【テレインの概要】 

テレインは、標高約 400～500m 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る。植生は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

能度は非常に良好である。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

ような岩石地等も見られない。 

 

【クラス・参加費】 

クラス 
優勝設定 

時間（分） 
対象者 参加費 

選考 

クラス 

北東 Ms 40 男 
北東学連加盟員 加盟登録 4年以内 \1.000* 

北東Ws  40 女 

関東 Ms 40 男 
関東学連加盟員 加盟登録 4年以内 \500* 

関東Ws 40 女 

一般 

クラス 

MA  30 男 
関東・北東学連加盟員 

関東学連 無料* 

北東学連 \500* WA  30 女 

MsC 40 

一般参加者 

\1,500 

(当日申込\2,000) WsC 40 

MAC 30 \1,000 

(当日申込\1,500) WAC 30 

 

*北東学連から\500 の補助、関東学連から\1.000 の補助がありますので加盟学連により参加費が

異なります。ご了承下さい。 

・ レンタル E-cardを使用の場合は、\300増しとなります。 

・ MsC、WsC、MAC、WAC クラスは当日申込みを受け付けます。 

・ MsC、WsCは選考クラスと、MAC、WACは各一般クラスと同一コースとなる予定です。 

・ 参加者の人数によって、予告無くコースの分割・統合を行う場合があります。 

・ 優勝設定時間は予告無く変更される場合があります。 

 



3. 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／北海道・東北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

／北海道・東北地区代表選手を選考します。  

【免除】  

以下の者は、2012度において、インカレ実施規則第４条第1項の参加規定を満たす場合、地

区学連枠とは別に出場資格を得るため（配分規則2.3）セレクション免除者とします。 

（参照：日本学連発表文書｢2012年度インカレ・ミドルディスタンス競技者配分について｣） 

 

男子 細淵 晃平(一橋3) 

結城 克哉(東京4) 

平野 弘幸(東北 3) 

 

女子 芦澤 咲子 (相模女子4) 

高橋 美誉 (岩手3) 

稲毛 日菜子(お茶の水女子2) 

【本選考会における選考】  

上記免除者および各学連の推薦者を除き、選考クラスより、下記を選考します。 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。 

出場枠 北東 関東 

男子選手権A 12名 18名 

男子選手権B 17名 19名 

女子選手権A 6名 7名 

女子選手権B 7名 9名 

 

【推薦】 

推薦は、各学連の規約及び決定に従い下記の通りとします。各学連の決定に変更がある場合

はそちらに従って下さい。 

 

＜関東学連＞ 

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、 

○ 男子選手権 A 1名 

○ 男子選手権 B 2名 

○ 女子選手権 A 1名 

○ 女子選手権 B 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。 

 

＜北東学連＞ 

推薦は実施しません。 



4. 申込情報 

【申込みの流れ】 

1. 関東学連・北東学連のホームページから「2012年度ミドルセレエントリーシート（関東学連用・北東学

連用・一般用）」（以下Excelシート）をダウンロードします。 

2. Excelシートに必要事項の記入を行います。 

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】まで送信します。 

4. 折り返し、確認のメールが来ます。 

※ 1週間経っても返信が無い場合は【問い合わせ先】まで再度連絡してください。 

【Excelシートの記入】 

全ての参加者の氏名、参加クラス、学連登録年数、My E-card ナンバー（使用する場合）、学校名

代表者については更に連絡先、氏名および車で来場される団体は利用する自動車の台数、を記入

してください。 

 

※ 車で来場される団体は利用する自動車の台数を記入してください。申請者の数によって

は自動車での来場者数に制限を設ける場合があります。 

 

【申込先】 

以下のあて先に対して申込のメールを送信して下さい。 

icmiddlesele2012■gmail.com（■→@） 申込担当者 中井 智規 

 

【申込みメールの形式】 

申込みのメールは以下の形式に従って作成してください。 

▪ [宛先]： icmiddlesele2012■gmail.com（■→@） 

▪ [件名]：【ミドルセレ申込】関東大学 

▪ [添付]：2012年度ミドルセレエントリーシート（.xls ファイル） 

▪ [本文]：関東大学の関東です。ミドルセレの申込です。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】 

・ 申込締切日までに下記郵便口座に振り込んでください。 

・ 振込手数料は申込者で負担してください。 

 

＜振込先＞ 

▪ 郵便口座加入者名：ﾅｶｲ ﾄﾓﾉリ 

▪ 口座番号：住信ＳＢＩネット銀行   リンゴ支店 （105） 普通 2898476 

※ 一度納入された参加費は原則として返金致しません。 

 



立ち入り禁止区域 

【申込締切】 

12 月 7 日 (金)（メール送信時間有効） 

・ 申込みは「Excelシートの送信」と「参加費の振り込み」を以って完了とします。 

・ 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・北東学連に相談してくださ

い。 

・ MsC、WsC、MAC、WACクラス以外の当日申込は受け付けません。 

 

5. その他 

【注意事項】 

○ テレインへの立入禁止について 

大会当日まで、本大会参加者の「不動の滝（北）」への立ち入りを禁止します。立ち入りが判明した場

合、大学単位での失格とします。 

また、2012 年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）におい

てクローズ範囲となっているエリアは下記の通りです。エリア内の道も含め、立ち入らないようにして下

さい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大会当日の詳細な情報は、プログラムとして大会 1 週間前までに関東学連ホームページにおい

て発表する予定です。 

 

【問い合わせ先】 

e-mail：icmiddlesele2012■gmail.com（■→@） 

以上 


