Ver.1.0(2016 年 2 月４日発行)

山リハリレー2016(塩谷)プログラム
～2016 年 2 月 7 日～
(兼

2015 年度関東学生オリエンテーリング選手権大会団体戦）
（併催：日本学生オリエンテーリング連盟合宿）

【ごあいさつ】
今年も春インカレ（ミドル＆リレー）の季節になってきました。準備はいかがですか？ 今回のインカレは、日光・
塩谷・矢板エリアで、もっとも更新の間隔が空いてしまった「星ふる塩谷」での開催です。そしてここは一連の栃木
テレインの中でも、最初にオリエンティアが入植した開拓の地（１９８３年筑波大大会「喜佐見」）でもあります。そう、
最初の日光インカレより先に開拓されたテレインなのです。当時学生だった私も、白くて緩い山林が延々と続くこ
の地に非常に心躍らせた記憶が蘇ってきます。山リハリレーでは、リハの名の通り、その年のインカレリレーに最
も対策となるであろう栃木テレインを選んで開催していますが、そう考えると、日本学連新機軸事業第四弾で昨
年１１月２９日に開催されたばかりの「塩谷田所」を選択するに至りました。新機軸事業で開拓するテレインは、
“会場≠フィニッシュ”というインカレ開催本戦の選択から漏れたテレインなのですが、今回は“会場≠チェンジオ
ーバーエリア”という運営上の負荷増大を課してでもここで開催するのが一番よいだろうと思っての開催です。こ
こ数年の競技環境充実化政策が功を奏してか、セレでは秒を刻む非常に厳しい戦いが展開されています。かつ
では入賞レベルだった巡航キロ１０分では、セレ落ちするというほどレベルアップしてきました。このレースでも、
非常に高速度でかつ高集中を要するナビゲーションを課します。ゆっくりやったらつぼら無いかもしれないけど、
絶対に勝つことはできない、そんな時代になってきています。例年、この大会が本番のインカレリレーを占う上で
も色々示唆の多い結果を残していますが、今回も皆さんにとってよい刺激となることを、今年も期待しています。
時節柄、寒い時期での開催になります。特に今年はチェンジオーバーゾーンが日差しの入らない森の中です。
地面には雪が残っていますので、待機中に履く靴にも十分な用意をしてきて下さい。インフルエンザも猛威をふ
るっております。体調には十分に気をつけ、怪我の無い様にお願いします。楽しく有意義な一日をお過ごしになら
れますよう。
また、今回もいつものようにＯＢ／ＯＧ-ＣＵＰを併催します。かつては学生風情ではまったく若いＯＢには歯が
立たなかったこの戦いですが、最近は競技環境が整ったのが要因か、現役がずっと勝利し続け、数年ＯＢ-ＣＵＰ
は空位のままでした（現役生に勝ってこそのタイトルとしています）。しかし、その強い学生がＯＢとなった昨年、よ
うやくＯＢ-ＣＵＰが成立致しました。さて、今年は現役ｏｒＯＢどちらが最速なのでしょうか？ 一方ＯＧ-ＣＵＰは、依
然ここ数年空位のままです。是非奪還して下さい。
また、本大会はヤマカワハウスが開設されて最初の大会でもあります。必要なものは全部ハウスから持ち出
せばよい。その圧倒的な利便性と収益性を主催者はかみしめています。本当にありがたいです。しかし、この風
景、私が最初にヨーロッパ遠征した時、今から３４年前に、ローカルな大会に誘われて参加した時、目に焼きつい
た光景でもあるのです。つまりデフォルト。本来普通の姿であるべきだと思っています。今後もヤマカワハウスを
拠点に、色々な仕掛けを提供していきます。直近ではＧＯ Ｃａｍｐ併設の山川Ｄｒｅａｍ＃１，＃２にご期待下さい。
今はまだまだ激務の最中ですが、近日中にご案内いたしますので、Ｗｅｂでの広報にもご注目下さい。それでは
田所体育館でお待ちしております。
（有）ヤマカワオーエンタープライズ 山川 克則

主催：山川克則（ＹＭＯＥ／（有）ヤマカワオーエンタープライズ）
共催：関東学生オリエンテーリング連盟
日時：２０１６年２月７日（日）
集合場所：栃木県塩谷町田所体育館（旧田所小）
（駐車場は旧校庭と隣接の工場の駐車場／ＫＯＬＣ大会と同じ、参加者相当分のスペースはあります。）
地図：「塩谷田所」（日本学連新機軸事業第四弾、２０１５年ＫＯＬＣ大会開催テレイン）
縮尺１：１０，０００ 等高線間隔５ｍ 通行可能度４段階、ＪＳＯＭ２００７準拠
本競技会のために一部地図を修正したエリアがあります。

交通：公共交通による輸送はありません。車の無い方は、ＪＲ矢板駅からタクシー相乗等でご来場下さい。
（要項でご案内しましたように一応早朝便になりますが、乗合バス＆徒歩で来場できる方法もあります。できるだけ自家用車（含：レンタカー）
相乗りでお越し下さい。

会場まで車で来場する分には、この先降雪がなければノーマルタイヤで問題なく来場することができます。

譲り合ってとめて下さい。

競技形式：リレー形式のポイントオリエンテーリング
コースプランナー：山川 克則
【更衣室等】
田所体育館内でお願いします。トイレも体育館内のも
のを利用して下さい。しかし、旧田所小は非常に生徒
数の少ない小学校であったため、数が非常に少ない
です。会場すぐ近くの「田所中集会所」のトイレも使え
るようにしますのでそちらもご利用下さい。（しかし、そ

菜々実食
品加工所

れでも数には限りがあり、朝は行列になると思われます。泊
まりの方は宿で、日帰りの方はＳＡ・ＰＡ・駅等でなるべく済ま
せておいて下さい。最寄のコンビニ（セブンイレブン大宮店）
・・前ページの地図参照・・まで約１．５ｋｍあります）

リレー競技なので野外で過ごすことが多くなります。
シート等を各自ご持参下さい。チェンジオーバー
エリアは森の中で日差しが入りません。地面には雪
が残っています。十分な防寒対策をお願いします。
ゴミは各自で全てお持ち帰り下さい。
【会場レイアウト図】
森の中なので右のイメージ図のみの提示となります。
コールやスペクテーターズゾーンに類する視覚情報を
得るタイミングはありません。チェンジオーバーゾーン
からスネーク状の誘導約２００ｍ間、容易に視認でき
る最終コントロールから走ってくる前走者を確認して
出走します。
チェンジオーバーゾーンは、会場から黄色テープ誘導
で片道５００ｍです。
【スケジュール】
会場オープン
８：３０
受付
８：４０～９：３０ （会場にて）
カップ返還・競技説明
９：４０～９：５０ （チェンジオーバーエリアにて）
（予定通り進行出来るようご協力下さい。ここで説明したことについて、 聞き漏らしによる不利益の無いようにお
願いします）
スタート
ＭＥ
１０：１０
ＷＥ
１０：１５
ＭＡ，ＷＡ/Ｂ
１０：２０
リスタート
１３：２０頃
表彰式
１４：２０頃
フィニッシュ閉鎖 １５：００頃
※冬期の開催ですのでレース状況の如何によらず、１６：００までにコントロール撤収を完了します。
※競技の進行具合によって予定が前後にずれる可能性があるので、ご注意下さい。
【受付】 受付場所は会場です。
・受付は申し込み単位の団体ごとになります。受付にて、申し込んだ団体の代表者がレンタル e-card、バックアッ
プラベル、オーダー表、競技地図封筒など必要物をお受け取り下さい。
・過不足金の精算がある方は、事前にメールを差し上げています。受付にて精算をお願いします。
・e-card は誰がどれを利用しても構いません。
・「地図」は二重にシーリングされています。まだこの時点ではシーリングを解かないで下さい。
【オーダー表提出】
・走順変更の無いチームも含めて全てのチームがオーダー表を提出してください。
・必要事項（氏名はフルネーム、学年[OB は年齢]、関東学連団体戦／OB・OG-CUP の申告など）記入の上、受付
開設時間中に提出下さい。
・メンバー、走順変更は全て可能です。レース中を含めてメンバーを変更した場合はその都度オーダー表を再
提出して下さい。

・一人が２回走ることは可能ですが、２回目に走ったチームはオープン扱い（表彰対象外）になります。
【ナンバーカード（ゼッケン）】
・各自で用意してください。
・大きく判りやすいゼッケンを上着の胸に着用してください。
・ゼッケン・安全ピンを忘れた方のために受付（本部）でも販売します。(￥５０、但し再利用品です)
・読みづらいゼッケンをご使用になり、計時に誤差が生じたとしても当方では責任を持ちません。
※白地の布に黒のフェルトペンで大きく判り易く書くこと。
ゼッケン番号は別添のエントリーリストを参照して下さい。
＋－－－－－－－－－＋
｜
｜
数字は大きく太く（１cm 以上）書く
｜
｜１８cm
｜ １ ２ ３ ４ ｜
上１ケタ クラス：１…ＭＥ，２…ＷＥ
｜
｜
３…ＭＡ，４…ＷＡ，５…Ｂ
｜
｜
中２ケタ チームＮo.
＋－－－－－－－－－＋
下１ケタ 走順
２５cm
【カップ返還】
・前々年度関東学連団体戦優勝校及び OB/OG-CUP 優勝校は忘れずにカップをご持参下さい。
前々年度優勝
男子団体戦 東京大学
女子団体戦 お茶の水女子大学（今年、選手権にエントリーなし）
OB-CUP
東京大学ＯＢ
OG-CUP
空位・（主催者預かり、現役に勝ってこその王座の位置づけのカップです）
【バックアップラベルの脱落について】
最近、大会後の撤収で、バックアップラベルがコントロール回りに多く落ちている報告をよく受けるようになりま
した。何らかの原因で脱落しやすい材質になっているのかもしれませんが、テープで少し補強するだけでそれは
防ぐことができます。ｅ-ｃａｒｄの死亡例も最近起こることがあり、バックアップラベルが完走の大切な証拠となり、
バックアップラベルの脱落は、その大切な証拠を森の中に捨ててくることになります。各自、紙テープ（絆創膏タ
イプのテープ）等を用意して対策を打つ事を強く勧めておきます。尚、受付・本部にて紙テープを用意しておきま
すが、少人数運営ですので、そのことで本来の業務を混乱させない程度にお願いします。（できれば自分達でご
用意下さい。）
【競技】
・スタート１０分前になったら第１走者の人は受付時に配布した地図入り袋から自分の地図を取って集合して下さ
い。
・第２走者以降の地図の取り方：前走者がスペクテーターズレーンを通過後、受付時に配布した地図入り袋から
自分の地図を取って次走者待機枠に入って下さい。
大会趣旨をご理解の上、最大限省力化したこの方式に是非ご協力下さい。・・・全日本リレーや７人リレーで採
用されている方式です。
・地図は二つに折りたたまれた状態で配布しています。スタートの合図後、もしくはチェンジオーバー後、地図を
広げて、競技を始めて下さい。隙間から地図を出走前に覗き込むようなことは決してしないで下さい。
・e-card を使用します。指定された順に回って下さい。
・コントロールユニットの番号は上から見ないと判りません。（横から番号が見える本番とは違います。）
・本大会では傷害保険に加入しておりませんので、怪我などの無いよう各自でご注意下さい。
【コース距離・予想優勝タイム（１人あたり）】
ＭＥ
ＷＥ（１，３走）
ＷＥ（２走）
ＭＡ
ＷＡ

５．８ｋｍ
３．９ｋｍ
３．６ｋｍ
４．０ｋｍ
３．０ｋｍ

up２２５ｍ
up１７０ｍ
up１５５ｍ
up１８０ｍ
up１４０ｍ

（４５分）
（４０分）
（３５分）
（４０分）
（４０分）

【チェンジオーバー】
・本年は前述の通りスペクテーターズエリアの類はありません。最終コントロールからのランナーを確認してすぐ
のスタートとなります。走者の確認には十分に注意を払って下さい。前走者がスペクテーターズレーンを通過し
たら、次走者の方は出走準備をしてスタート枠にお入り下さい。（２ページ前のイメージ図参照）
・チェンジオーバーの前にｅ-ｃａｒｄを忘れずにアクティベート（シグナルの２回点灯確認）しておいて下さい。
・競技終了後の地図回収は行いません。未出走の人へは地図を見せないようにご協力下さい。
・
【フィニッシュ】
・パンチングフィニシュです。チェンジオーバーの後、フィニッシュ時に必ずパンチして下さい。
【e-card の読み取りと返却についてお願い】
・フィニッシュ後、ｅ-ｃａｒｄ をコンピュータにて読み取ります。計時線通過後、フィニッシュ順を崩すことなく、読み
取り作業にご協力下さい。
・ｅ-ｃａｒｄ読み取り所ではｅ-ｃａｒｄの回収は致しません。
・ｅ-ｃａｒｄ読み取りは可能な限り、バッテリー駆動でチェンジオーバーゾーンで行いますが、天候やその他の要因
にて、会場で読み取りに切り替えることが十分に予想されます。その際はアナウンスします。読み取りが確実に
行われるようご協力下さい。
・失格と判定された方については、失格内容を確認できる資料を掲示します。不審点がある場合のみ、クレーム
申告して下さい。
・レンタルｅ-ｃａｒｄは受付単位ごとにまとめて配布用の袋に入れて返却下さい。
・破損箇所などがありましたら忘れずにご申告下さい。
【速報・ペナの発表】
・約 20～30 分ごとにクラス別、走順別の速報のプリントアウトを貼り出します。
【リスタート】
・リスタート時刻は１３:２０です（予定）。１３：１０に未出走の選手は地図を持って次走者待機枠へ集合して下さい。
・競技の進行によって、時間が変更になる場合はありますので、放送案内をよく聴いて下さい。
【ゴール閉鎖】
・すべての選手はゴール閉鎖時刻（１５：００）までにフィニッシュして下さい。ゴール閉鎖時刻を過ぎると暗くなり
冷え込みも厳しく大変危険です。
・リスタート者の最大競技可能時間は９０分とします。正式なゴール閉鎖時刻は、リスタート時に発表します。
【表彰】
・関東インカレ団体戦（関東学連仕切り）
関東学連所属の大学クラブのＭＥ・ＷＥクラス正規成績の上位チームを表彰します。また、新企画として新人のみ
で構成されるチームで一番成績の良いチームを別途特別表彰致します。

・ＯＢ・ＯＧ-ＣＵＰ
それぞれ１位のチームを表彰します。但し現役最速チームに負けた場合は空位となります。
・ＭＡ，ＷＡ，Ｂ クラスの表彰はありません。
【注意事項・その他】
・当日、競技が不可能な程の荒天となった場合、大会を中止致します。この場合、参加費の返金は行いませんの
でご了承下さい。
・大会を中止する場合は、矢板駅改札と会場にてご案内致します。
・大会開催可否についての電話でのお問い合わせは「山川」（090-8041-4673）までお願いします。
・参加者の責任で生じた怪我・損害・または第三者に与えた損害は参加者の責任となります。
・レンタルｅ-ｃａｒｄを紛失された場合弁償金を頂きます。（高価になってから購入したものですので￥８，５００にな
ります。）
・ちょっとでも体調不良等感じたら、体育館に戻って下さい。ヤマカワハウスより石油ファンヒーターを持ち込んで
いますので、そこで温まってください。
・心ある方は、コントロール撤収にもご協力下さい。
・「城の湯」の１００円割引券をいただいております。必要な方は役員までお申し付け下さい。是非ご利用下さい。
・ＫＯＬＣ大会の時も出店していただいた会場目の前（集会所トイレの案内図参照）の”菜々実食品加工所”様か
ら、けんちん汁の販売がある（予定）です。寒い場合は非常にありがたいと思います。会場には飲料の自販機が

２台あります。
【問合せ先】 全般

ヤマカワオーエンタープライズ 山川 克則

090-8041-4673

e - m a i l ：r m o - s . y a m a k a w a @ n i f t y . c o m
関東学連団体戦について
関東学生オリエンテーリング連盟 小泉 知貴 izumiko0794●gmail.com

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【オーダー表】

山リハリレー2016 オーダー表

属性

関東選手権

OB/OG カップ

↑該当の場合必ず○をつけて下さい↑

クラス
走順

チーム No.（上 3 ケタ）
氏名（２回目以降はその旨記入）

性別 学年

（大学生以外は年齢）

２回目以上の出走の
場合その旨記入

１走

２走

３走
レース途中で変わる場合も必ず再提出してください

山リハリレー2016 オーダー表

属性

関東選手権

OB/OG カップ

↑該当の場合必ず○をつけて下さい↑

クラス
走順

チーム No.（上 3 ケタ）
氏名（２回目以降はその旨記入）

１走

２走

３走
レース途中で変わる場合も必ず再提出してください

性別 学年

（大学生以外は年齢）

２回目以上の出走の
場合その旨記入

