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山リハリレー2018(塩谷熊ノ木)プログラム  
～2018 年 2 月 4 日～ 

(兼 2017 年度関東学生オリエンテーリング選手権大会団体戦） 
 
【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での開催
です。私は母のことでの遅れを取り戻すべく、日夜修正調査と作図にいそしんでおります。本番での選手の躍動を思い描
いて地図に魂を入れ込んでおります。 

この大会は前身が“関東リレー”と呼んでいた大会で、関東以外で春インカレが開催される時もこうして継続的に関東
で開催しています。しかもここ数年はずっと栃木での開催です。ヤマカワハウスができた今ではもう固定の大会と言って
もよいでしょう。この大会、インカレ前哨戦にふさわしく過去にもいろんな前触れの物語を生んでいます。そんな大会もも
う開催し続けて３０年、私もサラリーマンなら定年退職の年になりました。ＣＣ７を後進に譲ったように、この山リハもそろそ
ろ後進に譲る時期が近づいてきているのかもしれません。 

遠方からの参加の方、ありがとうございます。試験中なのに前哨戦となるこの大会に参加してくださる方、ありがとうご
ざいます。それだけ皆さんにとって貴重な機会と位置づけていただけているのだと思います。 

ここ数年、学生のオリエンテーリングレベルは、競技環境充実化政策が功を奏してか、秒を刻む非常に厳しい戦いが
展開されています。ゆっくりやったらミスしな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
いますね。 

今年は例年にない寒波が襲来してきています。寒い時期での開催になります。防寒には特にケアをお願いします。体
調には十分に気をつけ、怪我の無い様にお願いします。雪も残っていると思われます。 

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、数年間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となったこの３年間はＯＢがまた勝利し

続けるようになりました。しかも勝ち続けるからとカップをずっとハウスで預かってくれと豪語しています。果たして今年の

最速は、現役ｏｒＯＢどちらになるでしょうか？ 一方ＯＧ-ＣＵＰは、依然ここ数年空位のままです。是非奪還してほしいの

ですが、空位が長く続くままＯＧ-ＣＵＰの所在が行方不明となってしまいました。それで前回、ＯＧ-ＣＵＰを写真のように

新調いたしました。しかし去年もまたＯＧ-ＣＵＰは空位のままでした。このカップをお渡しできるチームがあるのか、まだ

無いのか。 

それでは楽しく有意義な一日をお過ごしになられますよう。塩谷町自然休養村センター（大平崎公園）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 

 

 
 

その昔、羽鳥和重氏 

（ＯＢ-ＣＵＰ） 

松澤俊行氏 

（ＯＧ-ＣＵＰ） 

に寄贈していただきました。 

今回、行方不明となった 

ＯＧ-ＣＵＰを山川克則が、 

再作成。前回本大会に 

寄贈致しました。 

果たして渡す相手は 

いらっしゃるのか？ 

 

主催：山川克則（ＹＭＯＥ／（有）ヤマカワオーエンタープライズ） 

日時：２０１８年２月４日（日） 

集合場所：栃木県塩谷町自然休養村センター 栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木 987-2 
     Google MAP：https://goo.gl/maps/xksxuvKxZdE2 
     公共交通は一応宇都宮駅西口 5 番乗り場発（7:17 発）玉生行終点下車（8:17）で会場まで徒歩 1.8km です（1080 円，

テープ誘導はつけません）。 
 
地図：「塩谷熊ノ木」（２０１５年度インカレミドル&リレーテレイン） 

縮尺１：１０，０００  等高線間隔５ｍ 通行可能度４段階、ＪＳＯＭ２００７準拠、Ａ４サイズ(ビニル袋入) 
本競技会のために必要部分の地図修正を若干施します。＜この秋の私事忙殺後遺症のためベストエフォートでお許し下さい＞。 

 

 

 
 



駐車場案内：参加者に対して、Ａ～Ｃで丁度一杯になると 

思います。整然と混乱無く駐車できるようご協力下さい。 

Ａ：大勢で参加する、東北大・東大ＯＬＫ・ＫＯＬＣの方は、 

まず先に、このスペースに前後を詰めて（無余地駐車） 

できるだけ多くの台数をここで止めて下さい。これ以上 

入りきらなくなったところで、ＢｏｒＣの選択肢の方に 

行って下さい。大人数以外の学校の車は本館前（下３枚） 

の駐車エリアに止めて下さい。上２枚（地図の茶色ベタ） 

は、施設の職員・出入り業者が使用しますので、 

オリエンテーリング参加の方は使用しないで下さい。 

それでも一杯になった場合は、図のＣの川側エリアに 

多少広くなった路側（舗装していません）があるので、 

そこに通行の妨げにならないように置いて下さい。 

 会場まで車で来場するには、今回はスタッドレス 

でないとつらいと思います。 

 

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】 

青空会場になります。女性用の更衣テントは主催者でも用意します。各クラブでもお持ちの方は持参下さい。トイレは

グランドに１箇所、駐車場に１箇所、ステージに１箇所、そして、館内のトイレも使用できます。 

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。 

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】 

  今回はスペクテーターズレーンがありません。前走 

者がグランド内に入り、周回している間に、次走者は 

チェンジオーバーゾーンにお入り下さい。 

 

【スケジュール】 

大きな渋滞や事故等で、複数の参加者が遅れそうな 

場合は山川まで連絡下さい。場合によっては、スタート 

時刻の変更を考慮します。 

 会場オープン  ８：３０ 

 受付   ８：４０～９：３０ 

 カップ返還・競技説明 ９：４０～９：５０ 

（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ｅ－ｃａｒｄレンタルは申し込み単位の団体ごと、競技グッズの配布はチーム毎になります。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…ＭＩＸ 

      ｜              ｜      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 筑波大学 

               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）】  

テレイン内のコース展開は要項に書いた文章を参照 

して下さい。ＭＥはインカレミドル本番で使用した最北 

部まで行きます。 

ＭＥ  ６．５ｋｍ up２８０ｍ （４５分） 

ＷＥ  ４．５ｋｍ up１９０ｍ （４０分） 

ＭＡ  ５．０ｋｍ up２００ｍ （４０分） 

ＷＡ   ２．８ｋｍ up１２０ｍ （４０分） 

 

【チェンジオーバー】 

・前走者が会場内のフィニッシュレーンに入ったら、次走者の方はスタート枠にお入り下さい。今回は時間に余裕が無い

ので出走準備の運動は前もって行っておいて下さい。 

・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。 

・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，ＭＩＸ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、本館内ストーブを炊いているホールで静養して下さい。 

・今回はこのあと続けてＧｏＣａｍｐが挙行され、あと２泊ヤマカワハウスをベースに練習にいそしみます。本大会の撤収

からメニュー開始となります。 

背景データ：2015 年度春インカレ 
「塩谷熊ノ木」（テレイン同じ） 
リレー：ME 6.1km ↑220m 最速 猪俣 40:27 
    WE 4.5km ↑160m 最速 守屋 36:47  
昨年の山リハ：ME 6.8km ↑260m 最速 橘  44:33 
       WE 4.5km ↑160m 最速 勝山 42:34 
 



・ 「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。 

 

 

【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-mail：rmo-s.yamakawa@nifty.com 
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 上野康平 k.cola119@ezweb.ne.jp 
 

エントリーリストについては別掲の表をごらん下さい。 

 

【オーダー表】 

山リハリレー2018 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 
  

チーム No.（上 3 ケタ） 
  

走順 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2018 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 
  

チーム No.（上 3 ケタ） 
  

走順 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    
 


