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Ver.1.0(2020 年 2 月 3 日発行) 

⽇光市⽴所野⼩学校・野⼝⼩閉校、サヨナラコラボ企画! 3 月 1 ⽇は東工大 OLT 杯 

山リハリレー2020(日光所野)プログラム  
～2020年 2月 9日(日)～ 

(兼 2019 年度関東学生オリエンテーリング選手権大会団体戦) 
(前日イベント:日本学連合宿 & アジアジュニアユース選手権日本代表選手選考会｢塩谷熊ノ木｣) 

 

【ごあいさつ】   サヨナラ所野小、ありがとう所野小! 
 今年も春インカレ(ミドル&リレー)の季節がやって来ました。準備はいかがでしょうか? 今回のインカレは定番の場所・矢
板の、北側に大きく新規拡大を含むエリアで開催されますが、そのリハーサルとなる本大会は矢板ではなくそれよりはるか
に植生の良い日光で開催します。昨年に引き続き小規模学校の閉校という時代の流れの場に立ち会うサヨナラ企画と致
しました。 
山リハをあえてインカレ類似テレインで行わなくとも、ヤマカワハウスを中心とするオリエンテーリングのユートピア構想

の成果としてカバーするテレイン数はゆうに 20 を超え、インカレ対策には事欠きません。各校はインカレまでに練習会・合
宿の予定がぎっしり埋まっている状況です。皆で刺激しあって、より高みを目指す環境がここにはあります。 
さてこの大会は、私のプロ活動の最も初期に始めてずっと欠かさず続けてきたものです。今年で 33 回目になりました。

今回からまた新しいスタッフが加わっています。今年のプランナーを引き受けていただきましたが、ME ではコースの 5 分
の 3位がニューマップじゃないかと思うほど、斬新で超爽快なコースを組んで頂きました。 
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。今年は学生オリエンテーリング

界の勢力図も(ヤマカワハウス周りの環境整備もあってか)大きく変わりそうな予感もあります。とは言っても強豪といわれ
る大学も常に努力を怠らず強力なメンバーを揃えています。ワクワクするような戦いの場はもう 1月先です。 
また、今回もいつものようにOB/OG-CUPを併催します。現役生に勝ってこそのタイトルとしています。MEでは、一昨年

までの4年間はOBが勝利し続けていましたが、昨年は現役チームが全体でもトップとなりOB-CUPが空位となりました。一
方OG-CUPは2013年以来空位のままです。是非奪還してほしいと思います。こちらの勝利の行方も注目です。 
この会場での思い出深いインカレのシーンといえば、世界選手権経験者3名を揃えたガチの本命東大が、スペクテータ

ーズレーン後に東北大のアンカーに逆転されるというドラマチックな出来事ですね。今でも鮮明に思い出されます。 
それでは楽しく有意義な1日(合宿参加の人は2日間)をお過ごしになられますよう。日光市立所野小学校でお待ちしてお

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)と 
松澤俊行氏 
(OG-CUP) 
に寄贈していただきました。 
暫く行方不明となった 
OG-CUPを山川克則が、 
再作成。前々々回本大会 
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) 
協力:宮西山野精図、坂野山遊地図企画、高野 兼也 
日時:2020年 2月 9日(日) 
集合場所:日光市所野小学校  
     Google MAP:https://goo.gl/maps/fqAgxMTxu2omWDKi9 
     JR および東武日光駅より 1km ちょっと、テープ誘導等はありません。 
     駐車場は日光運動公園北駐車場を利用 https://goo.gl/maps/q7rSbc8w8MTMyt2MA 
地図:｢日光所野｣(2013.3 春インカレ、2019.4 全日本大会、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、ISOM2017-2 準拠、ポリエチレン袋で密封 
本競技会のために必要部分の地図修正を施し、プランナー自ら試走しました。 
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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: 
高野 兼也  
(斬新度マシマシ) 
 
【駐車場案内】 

日光運動公園北駐車場を利 

用して下さい。 

会場内で同乗者の乗り降りも 

進入路が狭いのでご遠慮下 

さい。 

 日光運動公園北駐車場から 

会場まで徒歩 10 分、駐車場に 

は役員を配置していません。 

 
【更衣室・トイレ・受付】 

所野小学校体育館内になり 

ます。女性用更衣所も体 

育館内に用意します。 

トイレは体育館内のものだけ 

になり、数が限られております。    

日光運動公園内にも、公衆トイレが 2 ヵ所ありますので、そちらもご利用下さい。 

リレー競技ですので外で過ごすことが多くなります。各クラブでブルーシートやテントをお持ちになることを推奨します。 

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】<上図> 

  次走者はグランド南・外周道路を走る前走者を視認することができます。図のように会場北側の神社山林を周回している

間に E カードのアクティベートをして待機枠に入ります。 

 

【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 
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1234 

(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  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 

 コントロール撤収   16：00 まで 

   ※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】 受付場所は校舎東部・軒下(悪天候時は体育館内)です。 

・チーム毎の封筒をお取りください。 競技用地図×3、E カード(レンタルを申し込んだ場合のみ)、バックアップラベル×3、

走順提出用の用紙(オーダー表)が入っています。 

・不足金の精算がある団体は、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 カードは誰がどれを利用しても構いません。（申込時に入力した No.と異なるものを使用しても届出の必要はありませ

ん。) 

・当日、万一お持ちの E カードに不具合が見つかった場合は\300 にて追加レンタルします。寒い中でのレースに

なりますので、電池切れ間近のものは怪しい動きをすることがあります。事前に必ず起動できる E カードである

ことを確認して出走して下さい。 

・｢地図｣はポリエチレン袋にて密閉後、2 つ折りにしてインデックスシールで中身が見えないようにしています。まだこの時点

ではシールを解かないで下さい。中を覗きこむことはご遠慮下さい。 

 

【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受付開設時間中にオーダー表を提出してください。 

・必要事項(チーム番号、チーム名、氏名(フルネーム)、学年(OB/OG/一般は年齢)、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。あらかじめ 2 回出走することが分かっている場合は 2 回目の出走のチ

ームの該当欄にその旨をご記入ください。 

・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。 

・1 人が複数回走ることは可能ですが、2 回目以降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)】 

・各自でご用意ください（安全ピンも含めて）。 

・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。 

                  

      縦 18cm  

 数字は大きく太く（1cm 以上）書く 

       上１ケタ  クラス：１…ME，２…WE，３…MA，４…WA 

                        中２ケタ チームＮo. 
                 下１ケタ  走順 
        横 25cm 
【カップ返還】 

・前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。 

   前年度優勝  男子団体戦 東京大学 

               女子団体戦 筑波大学 

               OB-CUP  空位(主催者預かり、現役学生に勝ってこその王座の位置づけのカップです) 

               OG-CUP       空位(同上) 

                         

【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

カードの電池切れの例も起きることがあり、バックアップラベルが完走の大切な証拠となります。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、テープ等を用意して対策をとる事を強く勧めておきます。 
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【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封筒から自分の地図を取って集合して下さい。 

・第 2 走者以降は前走者がスペクテーターズレーンを通過後、地図封筒から自分の地図を取って次走者待機枠に入って

下さい。大会の趣旨をご理解の上、最大限省力化したこの方式に是非ご協力下さい。 

・地図は 2 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 カードを使用します。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インカレ本番とは違います。) 

・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。また、万が一に備えて健康保 

 険証の携帯をお勧めします。 

 

【コース距離・予想優勝タイム(1 人あたり)】  
    

ME 5.8km↑340～350m (45 分) 

WE 4.5～4.7km↑300～310m (45 分) 

MA 3.5～3.6km↑220～230m (35～40 分) 

WA 2.4km↑160～180m (35 分) 

 

【チェンジオーバー】 

・前走者が会場南の周回道路に入ったら、次走者の方はスタート枠にお入り下さい。出走準備のウォーミングアップは前 

 もって行っておいて下さい。 

・チェンジオーバーの前に E カード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。 

・競技終了後の地図の回収は行いません。未出走の人に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カードの読み取りと返却】 

・フィニッシュ後、E カード 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 

 ご協力下さい。 

・E カード読み取り所ではレンタル E カード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、申告して下さい。 

・レンタル E カードは受付で配布した際に入っていた封筒にまとめて受付まで返却下さい。持ち帰らないようにお願いします。 

・レンタル E カードに破損箇所などがありましたら返却の際に忘れずにご申告下さい。 紛失された場合は弁償金(1 枚につき

￥9,500)をいただきます(高価になってから購入した物です)。 

 

【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。 

 

【フィニッシュ閉鎖】 

・すべての選手はフィニッシュ閉鎖時刻(15:00)までにフィニッシュして下さい。フィニッシュ閉鎖時刻を過ぎそうな場合は競技を中

断してフィニッシュに向かってください。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。ケガ等で走者が自身でフ

ィニッシュに向かえない場合は、必ずその旨を何らかの手段でフィニッシュの役員に伝えてください。 

・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】 

・関東学生オリエンテーリング選手権大会団体戦(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 3 チームを表彰します。 
 また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 位のチームを主催者が表彰します。(関東学連所属でなくても表彰します) 但し現役学生最  

速チーム に負けた場合は空位となります。 

・MA/WA クラスの表彰はありません。 

 

背景データ：  

 山リハリレー2019： ME 6.1km↑390m 最速 結城 46:38 

  「矢板幸岡」   WE 4.2km↑220m 最速 高橋友 37:47 

 山リハリレー2018： ME 6.5km↑280m 最速 寺垣内 42:25 

 「塩谷熊ノ木」  WE 4.5km↑190m 最速 稲毛  38:58 

 当地インカレリレー: ME 4.9km↑330m 最速 菅野  39:53 

 (2013 年 3 月)  ＷE 4.0km↑210m 最速 芦澤  44:13 

 ＜ME 最速は「所野」でもキロ８分を切ってくるはず＞ 
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【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。 

・荒天の場合の大会開催可否については当日に公式 Twitter アカウントと公式 Facebook ページで広報します。 

（公式 Twitter アカウント：@_ymoe、公式 Facebook ページ https://www.facebook.com/YMOEcompany） 

・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。 

・ちょっとでも体調不良等感じたら、体育館内ストーブを炊いている前で静養して下さい。 

・心ある参加者の方は撤収にご協力下さい。 

 

【問合せ先】  全般  ヤマカワオーエンタープライズ 山川 克則  TEL 090-8041-4673 

      E-mail:rmo-s.yamakawa@nifty.com 
 2019 年度関東学生オリエンテーリング選手権大会団体戦(関東インカレ団体戦)について 

     関東学生オリエンテーリング連盟 大石洋輔 E-mail:yyyouwaseda1135@gmail.com 

 

○ 閉校する所野小への寄せ書き 

昨年の矢板市立西小と同様、閉校前の最後の外部団体による利用として、 オリエンテーリングで会場として使用するサヨナラ企

画を東工大 OLT とコラボして行います。 会場として 30 数年間のお付き合いだったので、各世代色々な思い出が詰まっているこ

とでしょう。 昨年同様、皆様の寄せ書きを校長先生(コピーを教育委員会さま)に贈呈したいと思います。会場で模造紙を広げ、

サインペンを用紙しておきますので、各自で思い出やメッセージ等をお書き込みください。  

会場に来られない方も、昔の思い出を記入して、山川までメールで送っていただき、その紙に貼って、各世代に渡った寄せ書き

にしたいと考えております。  

  A5～A4 大になんらかのツールで書きこみ、jpg 形式または PDF 形式に変換し、メールに添付して 

 E-mail  rmo-s.yamakawa@nifty.com までお送り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

〇 本テレインの今後の取り扱いにについて（｢日光霧降｣を含みます) 

 

  すでに、各地区学連レベルで広報が成されていますが、関東学連および北東学連のロングセレのテレイン指定を受け、それよ

り前に申請のあった KOLC 2 月 17 日の合宿練習を最後に当該大会終了まで対象者はクローズとなります。詳しくは以下のように

なります。 

 

 【関東学連】  
ロングセレ(6 月開催)の為のクローズ、｢日光霧降｣、｢日光所野｣、および日本学連新規地図作成事業第 8 弾にて埋められた空白エリア。 

 

 【北東学連】  
ロングセレ(8 月開催)の為のクローズ、｢日光霧降｣、｢不動の滝(北)｣、および日本学連新規地図作成事業第 8 弾にて埋められた空白エリア。

本大会関係者が関東学連ロングセレの一般開放クラスに出場可能かどうかは、追って北東学連内で決定するとのこと 

 

またこれに伴い、4 月 26 日開催の弊社主催｢日光浪漫派ロゲイニング 2｣には、ロングセレ・セレクションクラスに参加予定の

者は、6 時間の部には参加できない。(3 時間の部には参加可能) 

 

ヤマカワオーエンタープライズ 公式サイト 

http://www.orienteering.com/～ymoe/index.html 
 
北東学連 公式サイト 

http://www.orienteering.com/～uofj/hokuto/ 
 

関東学連 公式サイト 

http://www.orienteering.com/～uofj/kanto/ 
 
 
エントリーリストは別掲します(別ファイル)。 
 
 

山リハリレー運営基本方針：オリエンテーリング専門の事業者・山川が、継続してオリエンテーリング界に貢献できるよう、その資金がこの世界の今の全体状況の中でも

少しでもうまく回転していけるように、またこの時期にもっとも有益な研鑽の場を提供しよう、というところから始まったものです。ですので、ピュアな競技部分以外のサービスを一

切致しません。運営サービスの面である程度バタバタになるのは、お許しいただきたいと思います。それでも、誰かを犠牲にして運営に引き込むということはしないで、共催であ

る関東学連加盟員が“全員”競技を楽しめ、かつ、事務的なあるいは事後の出来る協力は行う、ということで、お互いに相談し成立している大会です。自主的な（セルフ）サービス

を期待して運営が進む場面が多いですが、その点ご了解の上、ご参加下さい。行事後の会場清掃・コントロール撤収もみなさんでよろしくお願い致します。 
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山リハリレー2020 オーダー表 (変更のないチームも朝に一度は提出のこと) 

チーム No.   クラス    所属  

チーム名   
該当する 

場合は〇 

関東ｲﾝｶﾚ 

団体戦  

OＢ-CUP 

OG-CUP 

          

  氏  名    性別 

  学年 

  or 

  年齢 

2 回目以降の 

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 
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