
2014 年度オリエンテーリング世界選手権ロングディスタンス競技部門 

2014 年度オリエンテーリングジュニア世界選手権 

日本代表選考会および併設大会 開催要項 
 

2014 年度に開催される世界選手権ロングディスタンス競技部門、ジュニア世界選手権の日本代

表選手選考会を下記の通り実施します。併設大会も同時開催いたします。学連所有の２つの地図の

間の空白部分を新規調査で埋め、昨年度インカレ開催地である「日光所野」では、大会でもその後

で練習でもほとんど使われていない最奥地部分中心にロングセレにふさわしいコースを提供します。

新鮮なテレインに入山できますので、奮ってご参加ください。 
 
主催：公益社団法人 日本オリエンテーリング協会強化委員会 
主管：ヤマカワオーエンタープライズ（協力：NishiPro） 
開催日：2013 年 3 月 22 日（土） 雨天決行、荒天中止 
集合場所：日光運動公園北側駐車場 
（右図のＣのピンの場所） 

日光宇都宮道路「今市ＩＣ」より右地図参照 

ＪＲ日光駅・東武日光駅より、日光交通ダイヤル 

バス下今市駅行きにて、「所野第二団地」バス停 

下車左前方の駐車場、あるいは、ＪＲ日光駅裏手 

より徒歩専用の跨線橋があり徒歩約３０分で会場 

に到達します。（テープ誘導はありません） 

東武鉄道 時刻表 

http://railway.tobu.co.jp/timetable/special_express/ 

日光交通ダイヤルバス 時刻表 

東武日光駅・ＪＲ日光駅 発 

９：４５ １１：４４ １３：４０ 

「所野第二団地」までの所要 ６分 

余程接続の良い便で無い限り、駅から徒歩での 

アクセスを推奨します。おおかた自家用車･レンタ 

カーでの参加になるかと思います。 

右図Ｐ２には車を止めないで下さい。必ず北側駐 

車場Ｐ１を利用、◎あたりが本部になります。 

（寒い時期での開催なので、右図Ｂの建物内の 

部屋も借りる予定です。） 

 
 
 
 
 
 
競技種別：ポイントオリエンテーリング ロングディスタンス競技 
競技規則：（公社）日本オリエンテーリング協会「日本オリエンテーリング競技規則」準拠 
競技テレイン：「日光愛宕山」＋「日光所野」を接合したエリア（日本学生オリエンテーリング連盟版権所有） 

縮尺 1:15000 等高線間隔 5m 走行可能度 4 段階表示 Ａ４判 
コントロール位置説明：IOF 記号表記、 

 

 



パンチングシステム：EMIT 社電子パンチングシステム 
コースプランナー： 山川克則（ヤマカワオーエンタープライズ）、西村徳真（NishiPRO） 
競技責任者： 稲葉英雄 
コントローラ： 鹿島田浩二 
 
テレインプロフィール 
日光テレインの中でも特にごつい山塊をもつエリアで、植生状態は屈指の走りやすさを誇ります。また、今回新規開

拓する「不動の滝（南）」と「日光所野」の間のテレイン「日光愛宕山」は、２０１３年度インカレモデルイベントとして開拓

されたものの、接合に関しては未完のまま終わっているエリアです。今般のイベントにあわせて日本学連管理で新規

調査をかけ完全接合を果たします。このエリアは狭いながらも日光テレインのあらゆる要素を少しずつ併せ持つエリ

アで、多彩な課題を提供できることでしょう。選考会に参加する選手諸君だけでなく、併設大会に参加の方にも新鮮

で良質、多彩なテレインをロングということで、たっぷり楽しんでいただけます。 
 
クラス 
 
＜選考レースおよび併設大会＞ 
 

クラス 優勝設定時間 難易度 備考 
MS 100 分 E クラス相当（レベル 6） WOC 

男子選考クラス 
WS 80 分 E クラス相当（レベル 6） WOC 

女子選考クラス 
MJS 70 分 E クラス相当（レベル 6） JWOC 

男子選考クラス 
WJS 55 分 E クラス相当（レベル 6） JWOC 

女子選考クラス 
MSC （MS と同一コース） -  
WSC （WS と同一コース） -  
MJSC （MJS と同一コース） -  
WJSC （WJS と同一コース） -  
A 40 分 A クラス相当（レベル 4）  
B 30 分 B クラス相当（レベル 3）  
N 30 分 N クラス相当（レベル 2）  

 
MS/WS クラス参加資格 
WOC 選考希望者で、2014 年度 A および B 強化選手、かつ 2014 年 2 月１７日（月）までにアドバンスト選手登録し

た者 
MJS/WJS クラス参加資格 
JWOC 選考希望者で、2014 年 3 月 10 日（月）までにアドバンスト登録した者 
 
＊レベ ル  の意味については、日本オリエンテーリング協会 Web サイト「指導者資格」「指導資料集」 
http://www.orienteering.or.jp/leader/text.php の「オリエンテーリング指導教本 初級者～中級者編」（PDF 
ファイル）の 6 ページ以降をご覧ください。 
 
＊服装及び靴に制限はありませんが、植生の悪い箇所や岩場などを通過することから長袖長ズボンを推奨します。 
 
表彰 
表彰式は行いません。 
 
 
参加費 



 
＜MS, WS, MJS、WJS、MSC, WSC、MJSC、WJSC クラス＞ 
強化選手、アドバンスト登録選手： 2000 円 
上記以外の 21 歳以上（１９９３年 12 月 31 日以前の生まれ）の方： 3000 円 
同 20 歳以下（1994 年 1 月 1 日以降の生まれ）の方： 2500 円 
 
＜A クラス＞ 
21 歳以上（１９９３年 12 月 31 日以前の生まれ）： 2500 円 
20 歳以下（1994 年 1 月 1 日以降の生まれ）： 1500 円 
 
＜B クラス＞ 
一律 1500 円 
 
＜N クラス＞ 
一律 500 円 
 
上記の他、E-card をお持ちでない方は、レンタル代として別途 300 円が必要です。 
プログラムの郵送をご希望の方は、郵送手数料として別途 300 円が必要です。 
※当日申込はありません 
 
 
申込方法 
 
1.参加費、E カードレンタル料、プログラム代などを下記へ払い込んでください。  

三井住友銀行 池袋東口支店 普通 8626933（名義：チバタエ） 
 
2.下記のいずれかで申込事項を送付してください。 
•電子メール：m-chako■ac.auone-net.jp （■→＠） 
•郵送・FAX：村越久子 
〒424-0902  静岡市清水区折戸 1-20-11-31 FAX: 054-334-9754 
 
申込み事項： 
 氏名（ふりがな）、性別、住所、郵便番号、電話番号、所属クラブ、生年月日、年齢、E-mail アドレス、E カード番号

（※）、参加希望クラス、プログラム郵送希望の有無(希望の方には 300 円で郵送いたします）、交通手段 
 
※E-card 番号： E-card をお持ちでない場合は「レンタル」とご記入ください 
 
 
締切 
 
3 月 10 日（月） 必着 
 
 
問合せ先 
 
E-mail: kyouka■orienteer.jp（■→＠） 
緊急時 (稲葉) TEL: 080-2622-8238 
 



 
注意事項 
 
＊要項に記載されている事項は変更される可能性があります。変更箇所及びプログラム（１週間前頃）は、日本オリ

エンテーリング協会 Web サイト(http://www.orienteering.or.jp)にて公開します。 
＊事前申込者はスタート時刻を指定します。また、欠場の場合の代走は認めません。 
＊大会への参加は自己の健康状態を考え、絶対に無理をしないでください。傷害保険は主催者が締結しますが、補

償額に限度があります。各自で健康保険証の持参を薦めます。 
＊自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。また民家の庭や畑に入ったり樹木を傷つける行為は厳禁です。 
＊参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損傷、損害、損失においては、主催者および主管者はその責任を負

いません。 
＊大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・ビデオ・新聞・雑誌・インターネット等 への記載権は、主催者に

属します。 
＊主催者および主管者は、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等を遵守し、個人情報を取り扱います。大

会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内等に利用いたし

ます。 

削除: ３


