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 1. 概要                              

 1.1 開催日                               

 2016 年 12 月 11 日(日) 

 1.2 開催地                                 

 三重県津市白山町 

 1.3 主催                                   

 東海学生オリエンテーリング連盟 

 1.4 主管                                  

 2016 年度東海学連ミドルセレクション   

 実行委員会 

 運営責任者        石山 良太  

（名古屋大学 2013 年度入学）   

 競技責任者        大村幸一郎  

（名古屋大学 2012 年度入学）   

 コース設定者        嶋岡 雅浩  

（名古屋大学 2011 年度入学）   

 イベントアドバイザー    前田 悠作  

（名古屋大学 2010 年度入学）   

 デザイン担当       守屋 舞香  

（椙山女学園大学 2012 年度入学） 

 1.5 会場と所在地                                

 東青山四季のさと 

 三重県津市白山町上ノ村北谷 1025 

 

 

 1.6 会場までのアクセス                               

 ・公共交通機関 

  近鉄大阪線 東青山駅前 

 ・自家用車 

  伊勢自動車道 久居 IC より約 16km 

  ※1会場には有料駐車場があります。 

    料金は 1000 円/台です。 

  ※2駐車場の開場時間は9:00～17:00です。 

会場レイアウトは P.5 を参照してください。 

 2. 当日の流れ                              

 2.1 タイムスケジュール       
 

 

 9:00  開場 

10:30  選考クラススタート 

12:10 選考クラススタート閉鎖 

12:30 併設クラススタート 

13:30 併設クラススタート閉鎖 

15:00 
 
  

フィニッシュ閉鎖 

推薦枠立候補アンケート 

提出締め切り 

調査依頼締め切り 

16:00 会場閉鎖 

2016 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 東海地区代表選手選考会 プログラム 
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 2.2 受付                                  

①  レンタル E-card 

②  バックアップラベル 

を受付にて配布します。 

・申込時と異なる E-card を用いる場合、受付

にて申請してください。 

・当日申し込みの受付は行いません。 

 2.3 スタート                                      

・	 会場からスタート地区までは、 

  黄色テープ誘導 徒歩 40 分  です。 

・スタート地区に給水を用意します。 

・防寒着のみ、運営者により会場への輸送を

行います。ただし、紛失等の問題に対し、運

営者は一切の責任を負いません。 

・E-card を持っていない参加者は出走で

きません。 

・フィニッシュ閉鎖時刻までのフィニッシュ

通過順守のため、時計の携行を推奨します。 

・スタート時刻に遅刻した選手は各クラス最

後尾からのスタートとします。 

 ただし、運営者の過失による場合はその限

りではありません。 

・スタート 2 分前枠にてコントロール位置説

明表を配布します。 

 2.4 競技中                                  

・競技中の誘導は  赤白テープ誘導 です。 

・競技時間は 90 分です。 

これを超過した場合失格となります。 

・怪我人を発見した場合、競技を中断し怪我

人の救助を優先してください。 

 また、速やかに場所・状況を役員にお知ら

せください。 

・	 テレイン内に給水、救護所はありません。 

 2.5 フィニッシュ                              

・パンチングフィニッシュです。E-card をフ

ィニッシュユニットにパンチした時刻をフィ

ニッシュ時刻とします。 

・12：10 までにフィニッシュした場合、地図

回収を行います。係員の指示に従って地図を

提出してください。回収した地図は 12：10 以

降に会場にて返却します。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は 15：00 です。

この時間までにフィニッシュを通過しない場

合、遭難とみなし、捜索の対象となります。 

また、警察・消防への協力を要請する可能性

があります。 

・フィニッシュ後は係員の指示に従って速や

かに会場にお戻りください。 



 3 

 2.6 競技終了後             

・出走前の競技者に競技に関する情報を伝達

する事を禁止します。伝達を行った競技者、

情報を受け取った競技者は失格とします。 

・会場にて E-card の読み取りを行います。会

場に戻り次第、計算センターにて読み取りを

行ってください。 

 2.7 その他              

・競技上の注意事項については、当日公式

掲示板にて発表しますので、必ずご確認く

ださい。 

・13:30～15:00 の間、再入山を許可します。 

希望する方は受付に申し付けの上、再入山し

てください。 

 3. 競技情報                              

 3.1 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 

 3.2 通過証明                 

 EMIT 社製 電子パンチングシステム 

 3.3 コントロール位置説明         

 JSCD2008 記号表記    

 3.4 地図情報             

「四季のさと」  

 

 

縮尺 1:10000 等高線間隔 5m 

走行可能度 4段階表示 

JSOM2007 準拠 耐水加工済 

 3.5 特殊記号                

 下図を参照してください。 

 

 

 

 3.6 テレインプロフィール                 

 テレインは、旧大阪線線路跡を挟んで、西

側に L 字型の芝生地と、東側に V 字型農業用

貯水池が中心となっています。その 2 つのエ

リアを囲む形で貯水池のさらに東部分は標高

30m～50ｍクラスの尾根と沢の入り組んだ山

塊部、芝生地のさらに西部分は東部分よりは

なだらかな走行可能度良好の片斜面地帯、北

側にはやや急峻な尾根が分布しています。 

（2008年度全日本リレー大会プログラムより引用） 

 3.7 コースプロフィール            
 男女ともに難易度を抑え、基礎的なナビゲ

ーション技術を問うコースとなっている。目

まぐるしく特徴物が変化する中でいかにスピ

ードを出して走れるかが重要であり、インカ

レミドルでも必要とされる超高速ナビゲーシ

ョンを実行できる者がセレクションを通過す

るだろう。      （コース設定者より） 
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 3.8 コース情報              
 

クラス 距離 登距離 
優勝設

定時間 

競技 

時間 

MS/MO 3.5km 220m 32 分 90 分 

WS/WO 2.1km 135m 33 分 90 分 

 ※優勝設定時間を要項から変更しました。 

 3.9 コントロール位置説明表大きさ            

 16cm×6cm 以下 

 3.10 調査依頼・提訴             

 調査依頼・コントロール通過に関する説

明・苦情等は当日の 15：00 まで本部にて受

け付けます。本部の回答に疑問がある場合、

提訴を行うことができます。提訴は調査依頼

の回答提示後 15 分以内に行ってください。 

 調査依頼・提訴は、どちらも本部にて文書

でお伝えください。回答の結果は、依頼･提訴

人に文書でお伝えしたうえ、公式掲示板に掲

示します。 

 ただし、調査依頼・提訴を行える競技者は

選考クラス出走者に限定します。 

 4. その他                              

・荒天等により選考会を中止する場合、当日

の 6:00 迄に東海学連 HP にて連絡します。 

・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。 

・会場内への「四季のさと」の O-MAP (そ

の他行政図、コピー、写真等)持ち込みを禁

止します。持ち込みが発覚した場合、選考

クラス参加者の場合は大学単位で失格，併

設クラス参加者は本人を失格とします。 

・貴重品等の管理は、各自で責任をもって管

理をしてください。 

・本選考会選考クラスに参加を予定されてい

る方の、オリエンテーリング目的での東青山

四季のさとへの立ち入りを、選考会終了まで

禁止します。（競技参加時を除く） 

・公序良俗に反する服装での出走を禁止しま

す。 

・13:30 より本選考会で使用した地図を販売し

ます。料金は、コース図は 300 円/枚、全コン

トロール図は 500 円/枚です。 

・表彰は行いません。 

・当日は冷え込むことが予想されるため、十

分な防寒対策を推奨します。 

・主催者および主管者で傷害保険等には加入

しません。   

 5. お問い合わせ先          

tokai.icms2016@gmail.com 

（大会公式アドレス） 

本選考会オリジナルマスコット 

キャラクター 「のしやまくん」 
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 会場レイアウト図                               

 

 

 

 

 

 休憩所内案内図                             

 

 

 

 

 

 

 

 

会場内に更衣所はありません。 

運営の準備するテントを女性用更衣所としてご利用できます。 

休憩所内にてオリエンテーリングシューズでの立ち入りを禁止します。 

ご参加される皆様のご協力をお願いします。

 


