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2020 年 11 月 12 日発行 

2020 年度 東海・関西学連ミドルセレ 兼 関西インカレ 

要項２ 

 

 

■ 大会名（正式名称） 

2020 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

東海地区代表選考会 兼 

2020 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

関西地区代表選考会 兼 

2020 年度関西学生オリエンテーリング選手権大会 

 

■ 併催 

2020 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

北信越地区代表選考会 

 

■ 開催日 

2020 年 12 月 13 日（日） 雨天決行・荒天中止 

 

■ 開催地 

岐阜県不破郡関ケ原町 

 

■ 会場 

サウンド・ロッヂ伊吹 

名神高速道路「関ヶ原 IC」から約 4km、JR 東海道本線「関ケ原駅」から約 4km 

 

■ 主催 

東海学生オリエンテーリング連盟 

関西学生オリエンテーリング連盟 

（有）ヤマカワオーエンタープライズ 
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■ 後援 

岐阜県オリエンテーリング協会 

 

■ 主管 

2020 年度東海・関西学連ミドルセレ実行委員会 

（名古屋大学、京都大学、京都女子大学、大阪大学、奈良女子大学、各オリエンテ

ーリングクラブの 2016 年度入学 OB/OG で構成） 

（有）ヤマカワオーエンタープライズ 

 

・実行委員長   今松亮太（大阪大学 OB） 

・運営責任者   荒木亮哉（京都大学 OB） 

・副運営責任者  山本智士（名古屋大学 OB） 

・競技責任者   沖中陽幸（京都大学 OB） 

・コース設定者  三浦一将（名古屋大学 OB） 

・渉外責任者   山川克則（（有）ヤマカワオーエンタープライズ） 

 

■ スケジュール（予定） 

09:00 開場、受付開始 

10:30 セレクション対象クラス・中級クラス トップスタート 

12:30 併設クラス トップスタート 

16:00 会場閉鎖 

 

※ 申込時の目安としてお使いください。それぞれの時刻は要項３（プログラム）で

若干の変更がされる可能性があります。 

 

■ 競技情報 

1. 競技形式 

ポイントオリエンテーリング・ミドルディスタンス競技 

日本オリエンテーリング競技規則に準拠 

 

2. 計時方法 

EMIT 社製電子パンチングシステム（E カード）使用 
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3. 使用地図 

「関ヶ原古戦場 2017」2017 年度岐阜県オリエンテーリング協会作成 

縮尺 1:10000、等高線間隔 5m、走行可能度 4 段階表示、ISOM2017 準拠 

 

4. テレイン概要 

標高 100～350m に位置し、城山を中心とした大小複数の急峻な山塊から構成

されていますが、部分的に傾斜が緩やかなエリアも存在します。また、大部分の

エリアでは走行可能度が高く、小径も比較的発達しています。 

（2017 年日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント、ロング・ディス

タンス競技部門 要項 3.2 より引用） 

 

5. 設置クラス 

分類 クラス名 優勝設定 参加資格 表彰対象 

セレクション

対象クラス 

北信越 MS 

35 分 

男子の北信越学連競技者 

上位 3 名 

北信越 WS 女子の北信越学連競技者 

東海 MS 男子の東海学連競技者 

東海 WS 女子の東海学連競技者 

関西 ME 男子の関西学連競技者 

関西 WE 女子の関西学連競技者 

中級クラス 
MB 

30 分 
学連競技者 

上位 1 名 
WB 女子の学連競技者 

併設クラス 

OMS 
35 分 

特になし なし 
OWS 

OMB 
30 分 

OWB 

 

※ 関西 ME/関西 WE の優勝者は 2020 年度関西学生オリエンテーリング選手権者

となります。 

※ OMS/OWS は、セレクション対象クラスのうちいずれかと同一のコースです。

OMB/OWB は、中級クラスと同一のコースです。 

 

6. トレーニングに関する情報 

本大会ではトレーニングテレインを設けません。 
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■ 代表選手選考 

2020 年度インカレミドル競技者配分および各地区学連の選考基準に基づき、イン

カレミドル地区代表選手が選出されます。 

なお、2019 年度インカレミドルが中止であったため、特例的に 2018 年度インカ

レミドルの結果をもとに競技者配分がされています。競技者配分数は、日本学連技

術委員会が発表した「2019 年度インカレ ミドル・ディスタンス競技者配分につい

て」をご覧ください。 

 

■ 立ち入り禁止区域 

選考クラス出場予定者の O-map「関ヶ原古戦場 2017」範囲内（下図）への立ち入

りを禁止します。 

ただし、国道 21 号線の通行および東海道新幹線・東海道本線の利用は妨げません。 

 
地図の画像は地理院地図より 

 

■ 料金 

1. 参加料金（事前申込の場合） 

大学生・大学院生 2,500 円 

高校生以下 1,500 円 

日本学連賛助会員 2,500 円 

一般 3,000 円 

※ マイ E カードを使用される場合、参加料金が 300 円割引となります。 

http://orienteering.com/~uofj/gijutsu/media/document/20191029-2019middle.pdf
http://orienteering.com/~uofj/gijutsu/media/document/20191029-2019middle.pdf


5 

 

2. オプション料金 

コース図 400 円/枚 プログラム郵送 200 円 

全コントロール図 500 円/枚 成績表郵送 200 円 

※ 地図販売の申込は当日も受け付けますが、地図が無くなり次第終了とします。 

 

3. その他料金 

レンタル E カードを破損・紛失した場合は弁償金をいただきます。 

 

■ 申込方法（事前申込） 

下記のどちらかの方法で締切日までに申込手続きを行ってください。 

申込締切：11 月 25 日（水） 入金締切：11 月 27 日（金） 

 

1. メールによる申込 

http://www.orienteering.com/~uofj/tokai/?blogid=5&catid=15&itemid

=1608（大会 HP）に掲載されている Excel 形式のエントリーシートに必要事項

をもれなく記入し、主管者連絡先まで送信してください。 

その際、メールタイトルを「ミドルセレ申込」にしてください。なお、送信から

4 日以内に返信がなかった場合、お手数ですが再度送信してください。 

 

また、参加料金・オプション料金の合計を下記の口座に過不足なく入金してくだ

さい。 

【入金先】 

（ゆうちょ銀行からの振込） 

［記号］14380 ［番号］11498421 ［加入者名］イヅタ リョウコ 

 

（ゆうちょ銀行以外からの振込） 

［店名］四三八（ヨンサンハチ） ［店番］438 

［預金種別］普通預金 ［口座番号］1149842 

 

2. Japan-O-entrY による申込 

https://japan-o-entry.com/event/view/582 にアクセスし、ページの指示に

従って必要事項の入力および料金の支払い手続きを行ってください。 

 

 

http://www.orienteering.com/~uofj/tokai/?blogid=5&catid=15&itemid=1608
http://www.orienteering.com/~uofj/tokai/?blogid=5&catid=15&itemid=1608
https://japan-o-entry.com/event/view/582
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【注意点】 

・ セレクション対象クラスの申込は原則として大学・クラブ単位で取りまとめを

行い、所属は「大学名＋学年」（例：名古屋大学 4）としてください。 

・ 振込手数料は参加者側の負担となります。領収書は振込元にて発行される利用

明細でもって代えさせていただきます。 

・ 郵送による申込は特別な事情のない限り受け付けていません。郵送による申込

を希望される際は主管者連絡先までご連絡ください。 

 

■ 当日申込 

・ セレクション対象クラスは当日申込を行いません。ご注意ください。 

・ 中級クラス・併設クラスに限り、当日申込を受け付けます。 

・ 参加料金は、事前申込の場合の＋500 円（高校生以下は事前申込と同額）とな

ります。 

 

■ 注意事項 

・ 参加者が自身および第三者に対して与えた損失、損害に対して主催者および主

管者は一切責任を負いません。 

・ 傷害保険には加入しますが、補償額には限度があります。 

 

■ COVID-19 関連 

・ 日本オリエンテーリング協会が策定した「オリエンテーリング大会、練習開催

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」に沿った対応

を行います。参加者の皆様もご協力お願いします。 

・ 感染状況によっては、大会開催を中止する可能性があります。その場合、参加

費の返金はいたしませんので、ご了承ください。 

 

■ 主管者連絡先 

メールによる申込やお問い合わせの際の主管者連絡先は、下記のとおりです。 

2020kansaitokaimiddle*googlegroups.com （*→@） 

http://www.orienteering.or.jp/archives/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%80%81%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b/
http://www.orienteering.or.jp/archives/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%80%81%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b/

