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 はじめに 

本大会では、日本学生オリエンテーリング選手権実施規則(以下、実施規則)第 2.1 項に定められ

た『スプリント競技部門』（以下、選手権の部）を実施します。ただし、競技形式等に実施規則を

大きく逸脱する事項があるため、日本学生オリエンテーリング連盟の合意のもと、本大会を開催し

ます。また、選手権の部に出場しない日本学連加盟員のための競技部門（以下、一般の部）を併設

開催します。 

 

 開催日 

2020 年 12 月 6 日（日） 

 

 開催地 

栃木県那須塩原市那須野が原公園 

 

 主催 

日本学生オリエンテーリング連盟 

栃木県オリエンテーリング協会 

 

 主管 

2020 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 スプリント競技部門実行委員会 
 

  スプリント競技部門 

 実行委員長 谷野 文史 (筑波 17) 

 競技責任者 西下 遼介 (慶應義塾 16) 

 運営責任者 友田 賢吾 (東京経済 18) 

 コース設定者 上島 浩平 (慶應義塾 15) 

 イベント・アドバイザー 宮川 早穂 (立教 12) 

   ※（出身大学・入学年度） 

 

  

  

主管者へのお問い合わせ先 

e-mail: ics2020info@googlegroups.com 

2020 年度 日本学生オリエンテーリング選手権大会 

スプリント競技部門 

要項 2.0 

発行日：2020 年 10 月 19 日（月） 

発行者：20 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 

スプリント競技部門実行委員会 

発行責任者：ICS 実行委員会 

編集責任者：楊 馨逸（広報担当） 

 

mailto:ics2020info@googlegroups.com
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 大会公式 web サイト 

  

 

 略称 

本要項では、以下の略称を使用することがあります。 

略称 正式名称 

実施規則 日本学生オリエンテーリング選手権実施規則 

日本学連 日本学生オリエンテーリング連盟 

 

 新型コロナウイルス感染症への対応指針 

実行委員会では、公益財団法人日本スポーツ協会が発行している「スポーツイベントの再開に向

けた感染拡大予防ガイドライン」※1 を参照し作成した「日本学生オリエンテーリング選手権大会開

催における新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」に基づき、準備および当日運営を行っ

てまいります。 

 

 

 

 

  

※1. https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline3.pdf 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する注意事項 

〇大会参加前 

・上述の「日本学生オリエンテーリング選手権大会開催における新型コロナウイルス感染防止対

策ガイドライン」を読み、これを遵守してください。 

・本大会への参加は、自身の健康状態を考え絶対に無理をしないでください。 

・本大会公式 Web サイトに掲載予定の様式を利用し、本大会前 2 週間の行動履歴を記録してく

ださい。 

・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のインストールおよび運用を行ってください。接

触通知があった場合は、必ず事前に実行委員会に連絡してください。 

・各大学の行動指針に必ず従ってください。 

〇大会参加中 

・体温が 37.5℃以上の選手の本大会会場への入場を認めません。 

・競技中以外は、マスクまたはバフ等で口元を覆い、飛沫拡散防止に努めてください。 

・競技前後および、観戦中も感染拡大防止およびソーシャルディスタンスの確保に配慮してくだ

さい。 

〇大会参加後 

・本大会後 2 週間以内に新型コロナウイルスへの感染が発覚した場合は、速やかに本大会主催者

まで連絡してください。 

 

 

 

 

  

URL :http://www.orienteering.com/~ics2020/ 

 

日本学生オリエンテーリング選手権大会開催における新型コロナウイルス感染防止対策

ガイドライン 

http://www.orienteering.com/~ics2020/documents/covid_guideline.pdf 

 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline3.pdf
http://www.orienteering.com/~ics2020/
http://www.orienteering.com/~ics2020/
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 競技形式／地図仕様 
 

競技形式／競技区分 

地図仕様 

縮尺 
等高線 

間隔 

走行 

可能度 
地図表記 

スプリント競技部門 

(選手権の部・一般の部共通) 
1:4000 2m 4 段階表示 ISSprOM2019 準拠 

 

 パンチングシステム 

SPORTident 社製の電子パンチングシステム(SI)を使用します。参加者全員が運営で貸し出す

SIAC(タッチフリー)を使用します。 

 

 テレイン概要 

テレインは那須連山に連なる広大な那須野が原の一角に位置する那須野が原公園です。園内の

大部分は、芝生エリアと林エリアによって占められます。芝生エリアはおおむね走行可能度が高い

ですが、林エリアは走行可能度の低い箇所が存在します。予選決勝ともに、公園特有の大きな人口

特徴物や入り組んだ池を使用したテクニカルなエリアをコースの一部に使用する予定です。 

 

 立入禁止区域・クローズテレイン 

本大会への参加を予定している者（チームオフィシャル含む）は、要項 1 発行日から本大会終了

までの期間、以下の区域への、オリエンテーリング目的(テレイン視察含む)での立入を禁止します

(競技参加時を除く)。なお、東北自動車道を除いた周縁道路も上記区域に含みます。 

※下線部は要項 1 からの変更事項となります(イベント・アドバイザー承認事項)。 

 栃木県那須塩原市 那須野が原公園周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 競技情報 
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 モデルイベント 

 本大会ではモデルイベントは行いません。 

 

 トレーニングテレイン 

 本大会ではトレーニングテレインは指定しません。 

 

  ドーピング検査 

本大会では、選手権の部においてドーピング検査を行う可能性があります。実施の有無はプログラム

（要項 3）上で発表します。 

ドーピング検査に関する詳細は、以下の JOA アンチ・ドーピング委員会 Web サイトに掲載されてい

る「日本オリエンテーリング協会ドーピング防止規程」「ドーピング検査対象大会へのエントリーに際

する注意事項」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  大会適用規則 

本大会では、インカレ実施規則が適用されています。インカレ実施規則の全文は以下のリンクに掲載

しています。なお、2016 年度 3 月 14 日付け改正の資料が掲載されていますが、2019 年 11 月 9 日付

け改正の資料が最新版となります。最新版の確認方法については、日本学連にお問い合わせください。

http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=6&itemid=53 

 

ただし、以下の条項を不適用とします。なお変更内容についても以下のとおりです。 

 

条項番号 不適用条項 変更内容 

1.4 インカレ実施規則で定められた事項を，当該イン

カレに限定して不適用とし，変更する必要がある

場合，２か月前までに理事会へ申し出なければな

らない。また、不適用条項は技術委員会の諮問及

び理事会の承認を必要とする。不適用条項と変更

内容は，要項に明記される。 

「2 か月前まで」→「事前に」に変更 

要項 3 発行以降はイベント・アドバイザー

にて承認を行い、公式掲示板に掲示する。 

2.3 単一レース競技で行う。 予選決勝方式で行う。 

4.5 スプリントの競技者数は、男子 60 名,女子 40 名

とし、別に定める規則によって各地区学連に配分

される。但し、別に定める規則によって、競技者

数を追加することができる。スプリントの競技者

スプリントの競技者数は、予選への出場数

に制限は設けない。決勝への通過者を男子

60 名、女子 40 名とする。ボーダーが同タ

イム複数名の場合は出場者数を追加するこ

ドーピング検査に関する情報  JOA アンチ・ドーピング委員会 Web サイト 

URL : http://www.orienteering.or.jp/AD/ 

 

日本アンチ・ドーピング規程の詳細 JADA の Web サイト 

URL : https://www.playtruejapan.org/ 

 

http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=6&itemid=53
http://www.orienteering.or.jp/AD/
https://www.playtruejapan.org/
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は、選手登録名簿に記載された者とする。 とを可能とする。スプリントの競技者は、選

手登録名簿に記載された者とする。 

5.2 インカレの要項の発行時期は，以下の通りとす

る。 

要項 1 (6 カ月前): 

開催日，開催地，主管者の連絡先，競技責任者の

氏名，イベント・アドバイザーの氏名，立入禁止

区域 

要項 2 (4 カ月前): 

日程，テレインの概要，地図に関する情報(縮尺，

等高線間隔，走行可能度表示)，テレインの標高

(コースの 15 ％ 以上が 1,200 m を超える場合

のみ)，採用するパンチングシステム，コース設

定者の氏名，トレーニング・モデルイベントに関

する情報，一般クラス・併設大会がある場合その

情報，観戦者のための情報，宿泊・輸送に関する

情報，参加費，申込方法，申込締切日，申込用紙 

要項 1 (6 カ月前): 

・「6 か月前」→「3 か月前」に発行 

要項 2 (4 カ月前): 

・「4 か月前」→「1 か月前」までに発行 

 

8.1 ロング，ミドル，スプリントのスタート抽選は，

イベント・アドバイザーの元で，あるいは公開で

行われ，当該競技前日の 17 時までには発表され

る。 

予選のスタートリスト設定にのみ適用。決

勝は予選結果を踏まえて当日発表。 

18.2 スプリントの地図は JOA の『日本スプリントオ

リエンテーリング地図図式』に適合したものを使

用する。 

ISSprOM2019 を使用する 

19.1 (変更内容欄記載事項を追記) スプリントのコース設定記号の寸法は，縮

尺が 1:4000 のときの mm 単位で規定され

る。 

オリエンテーリングの開始地点は，正三角

形（1 辺 7mm） 

コントロールは，円（直径 6mm） 

フィニッシュは，2 重同心円（直径 5mm と

7mm） 

誘導区間は，破線 

19.2 三角形，及び，円の中心は特徴物の正確な位置を

示す。コントロールフラッグが特徴物の周囲に設

置される場合でも，特徴物を中心として印刷され

る。 

スプリントにおいては、特徴物の周囲に設

置される場合はその方向に応じて中心点か

らずらす。 
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20.1 (変更内容欄記載事項を追記) クロスハッチングは立ち入り禁止範囲の周

囲のみをかける場合がある。また、テープに

よって通行不能とする箇所には同様の理由

で片側にクロスハッチングを付ける。 

20.2 (変更内容欄記載事項を追記) スプリントにおいては通行禁止も 20.1 を

適用し、クロスハッチングにて表記する。 

21.1 コントロールの位置説明は，JOA の『コントロー

ル位置説明仕様』に従って作成する。 

ISCD2018 を使用 

 

21.3 コントロール位置説明表は，スタート枠にて配布

される。また、事前に配布される位置説明表の大

きさを公表するのが望ましい。 

予選ではコントロール位置説明表の配布は

行わない。決勝のみ配布する。 

23.4  

 

コントロールは、30m 以内(縮尺 1:5,000 また

は 1:4000 では 25m 以内)に近接して設置すべ

きでない。 

さらに特徴物が同じコントロールは 60m 以内

(縮尺 1:5,000 または 1:4,000 では 30m 以内)

に近接すべきでない。 

縮尺が 1:4000（または 1:3000）の場合、

コントロール円間の距離は、実走距離で

25m以上と直線距離で15m以上を満たす。 

30.2 インカレ実行委員会は，当該インカレの 1 年前

までに理事会の承認のもとで組織される。 

「1 年前」→「3 か月前」に変更 

34.2  

 

イベント・アドバイザーは，技術委員会の助言の

もとに，技術委員会の委員の中から理事会が指名

する。指名は，当該インカレの 1 年前までに行わ

れる。 

「1 年前」→「3 か月前」に変更 

 

  その他特記事項 

・ 本実行委員会に属する日本学連加盟員のうち、数名が本大会の競技に参加しますが、競技の公平性に関

わる運営は一切行っておりません(イベント・アドバイザー承認事項)。 

・ ピン付きシューズでの出走を禁止します。 
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 12 月 6 日（日）スプリント競技 

  選手権の部 

◆スプリント/選手権の部 競技形態及びクラス情報  

・ 選手権の部は予選・決勝レース方式です。男子選手権決勝/女子選手権決勝の優勝者をそれぞれス

プリント競技選手権者とします。 

・ 決勝進出者数は男子60名/女子40名を予定しています。 
 

 

 

 

 
 
◆スプリント/選手権の部 参加資格  

 
・ 実施規則第 4.1 項の規定（学連加盟員であること・学連登録年度 4 年以内・年齢は当該年度 3 月

31 日現在 29 歳未満）を満たすこと。 

※地区学連でのセレクションレースは行いません。上記参加資格を満たす者は、誰でも選手権の部

（予選）に参加することができます。 

 

  一般の部 

◆スプリント/一般の部 クラス情報  
 

クラス 対象 参加資格 優勝設定時間(予定) 

 MUA 男子 日本学連登録の男子 13～15 分 

 WUA 女子 日本学連登録の女子 13～15 分 

・ 表彰対象は、最初に日本学連登録をした年度から数えて 4 年目以内の者に限ります。 

（すべてのクラスが山川杯の対象となります。） 

 

◆スプリント/一般の部 参加資格  

・ 選手登録名簿提出時から本大会開催時の期間において日本学連加盟員であること。 

 
 

  注意事項 

・ 申込多数のクラスについては、参加者数に応じて複数のクラスに分割する可能性があります。 

 
 

 チームオフィシャル 

参加校はチームオフィシャルを登録することができます。チームオフィシャルは、スプリント選手権

の部予選及び決勝のスタート地区において、選手のサポートができます。 

各校に認められるチームオフィシャルの人数は、以下の通りです。 
 

・ 男子クラスの選手権の部への選手登録に対して最大 2 名まで 

・ 女子クラスの選手権の部への選手登録に対して最大 2 名まで 

（合計最大 4 名まで登録可能） 

 

クラス 優勝設定時間(予定) 

 ME（予選及び決勝） 13～15 分 

 WE（予選及び決勝） 13～15 分 

2 クラスと参加資格 
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 選手権の部決勝に関する特記事項 

・ 決勝進出者数は男子60名/女子40名を予定していますが、変更となる(削減する)可能性がありま

す。公平性の有る競技を提供するために、十分な競技時間及び運営準備時間を確保することが目

的です。 
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 申し込みの流れ(予定) 
 

 

 

 参加費 

項目 金額 

 スプリント競技部門参加費 

（選手権の部・一般の部共通） 
4,000 円 

 チームオフィシャル登録費 2,000 円 

・スプリント競技部門選手権の部参加費には、SI カード貸し出し料が含まれています。 

・要項 3・報告書は、本大会公式 Web サイトでの公開のみとします。冊子の配布は行いません。 

・レンタル SI カードを破損、紛失された場合は SI カード 1 枚につき 9,500 円、追加料金をいただきま

す。 

各校担当者は、公式 Web サイトより、 

エントリーシート（Excel ファイル）をダウンロードしてください。 

各校担当者は、エントリーシートに必要事項を記入し、 

以下申し込み先に e-mail 添付で提出してください。 

締切： 
2020 年 

11 月 8 日(日) 

申し込み用エントリーシート送付先 

伊部 琴美 （エントリー担当） 

 e-mail: icsprint2020entry gmail.com 

件名    ： ICS2020 参加申込(〇〇大学) 

添付ファイル： ICS2020_entrysheet_○○大学.xlsx 

※申込締切日までに学連登録を済ませている必要があります。 

特に、新入生の手続きに遅れが出ないようご注意ください。 

主管者より各校担当者へ、e-mail で参加費を請求します。 

エントリーシート 
入手 

申し込み 

費用請求 

振り込み 
各校担当者は、参加費を指定の銀行口座に振り込んでくだ

さい。なお、振込手数料は各校の負担とします。 

締切： 
2020 年 

11 月 15 日
(日) 

申し込み完了 

3 参加申し込み 
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  エントリー注意事項 

・理由の如何によらず、締め切り後のエントリー追加・変更、代走申請は認めません。 

・欠席の場合は、連絡は必要ありません。欠席時の参加費の返金は行いません。 

 

 新型コロナウイルス感染症への対策 

新型コロナウイルス感染症対策のため、以下を選手・オフィシャルに義務づけ、条件を満たす場

合のみエントリーを受け付けます。 

・エントリー時から新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)をインストールし、運用する

こと。 

・日本学生オリエンテーリング選手権大会開催における新型コロナウイルス感染防止対策ガイ

ドラインを読み、内容遵守に同意すること。 

  

http://www.orienteering.com/~ics2020/documents/covid_guideline.pdf
http://www.orienteering.com/~ics2020/documents/covid_guideline.pdf
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 宿泊 

本大会では、実行委員会で宿泊施設の斡旋は行いません。宿泊を希望する場合は、各大学で宿泊施設

の予約をお願いします。 

 

 交通 

西那須野駅から会場まで、実行委員会はチャーターバス等の準備はいたしません。 

以下に示す方法でご来場ください。 

【公共交通機関によるご来場】 

西那須野駅より塩原温泉行（JR バス関東）に乗車、千本松にて降車 

千本松より徒歩 20 分 

参考：JR バス関東 時刻表 

http://www.jrbuskanto.co.jp/bus_etc/cntimep01.cfm?pa=1&pb=1&pc=j0360111&pd=0&st

=1 

【自家用車等でのご来場】 

東北自動車道 西那須野塩原 IC より、車で 4 分 

十分な駐車スペースを確保しております。 

 

 弁当 

本大会では、実行委員会による弁当の手配を行いません。 

 

 

 

 

 

 観戦 

新型コロナウイルス感染防止の観点から、本大会は無観客試合とさせていただきます。 

 

 併設大会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本大会での併設大会は実施いたしません。但し、次項の通

り運営補助をしていただける方に限り、若干名一般の方の参加を募集します。 

 

 運営補助員募集 

今本大会の運営補助（コントロールガード・パトロール）を実施いただける方を以下の通り募集しま

す。本募集は日本学連加盟員以外からの募集となります。また、選手権の部予選コース/決勝コースへ出

走される方につきましては参加費として 2,000 円頂戴いたします。 

 

  コントロールガード・パトロール（予選）：申込先着 30 名 

選手権の部予選のコントロールガード又はパトロールを実施いただいた後、選手権の部決勝クラス

と同じコース（ME または WE）を 1 本前走いただくことが可能です。但し、競技時間・スタート間隔

等が十分に確保されない可能性がありますのでご了承ください。また、集合時間が早いため車での来

4 宿泊・交通・弁当 

5 観戦・併設大会・その他 

http://www.jrbuskanto.co.jp/bus_etc/cntimep01.cfm?pa=1&pb=1&pc=j0360111&pd=0&st=1
http://www.jrbuskanto.co.jp/bus_etc/cntimep01.cfm?pa=1&pb=1&pc=j0360111&pd=0&st=1
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場を前提としてください。 

 

  コントロールガード・パトロール（決勝）：申込先着 30 名 

選手権の部決勝のコントロールガード又はパトロールを実施いただく前、選手権の部クラスと同じ

コース（ME または WE）を 1 本後走いただくことが可能です。但し、競技時間・スタート間隔等が十

分に確保されない可能性がありますのでご了承ください。 

 

申し込みは以下の Google Form への記入をお願いします。 

https://forms.gle/5hY35GzkY9GJAwKB7 

         (要項 2.0 おわり) 

  

https://forms.gle/5hY35GzkY9GJAwKB7
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実行委員会では、要項 3(プログラム)に掲載する広告を募集します。 

母校の学生に向けたメッセージ、クラブの大会告知など、様々な広告をお待ちしております。なお、

新型コロナウイルス感染症対応のため、今年は例年と様々異なる条件がございますので、以下の注

意事項をよく読み応募をお願いします 

 

 サイズ・掲載費用 

 

 

 注意事項 

・要項 3 の印刷・配布は行いません。Web 上に掲載し、PDF での閲覧のみとなります。 

・1 ページのサイズは A4 とさせていただきます。 

・広告原稿は、次のいずれかの形式で受け付けます：JPEG, BMP, PNG, PDF 

・広告掲載費用の請求は、本大会開催の如何によらず、要項 3 が発行された場合に請求させていただき

ます。要項 3 発行前に本大会の中止が決定した場合、広告掲載費用は徴収いたしません。 

 

 

 

Google Form での申込となります、以下のリンクからお申し込みください。 

https://forms.gle/KJCBbz43QUW3mKo17 

 

 申込締切 

2020 年 11 月 11 日(水) 23:59  厳守 

 

 広告原稿締切 

2020 年 11 月 13 日(金) 23:59  厳守 

申込後、提出先をお知らせします。 

提出確認後、11 月 15 日(日)までに確認のメールを送付します。 

サイズ 
1 コマ 

(1/8 ページ) 

2 コマ 

(1/4 ページ) 

4 コマ 

(1/2 ページ) 

8 コマ 

(1 ページ) 

16 コマ 

(2 ページ) 

(mm×mm) 67×85 
67×170 or 

134×85 
134×170 267×170 267×170×2 

 営利団体 12,000 円 20,000 円 36,000 円 64,000 円 100,000 円 

 非営利団体 6,000 円 10,000 円 18,000 円 32,000 円 50,000 円 

 申込方法 

 

プログラム広告募集 
 

https://forms.gle/KJCBbz43QUW3mKo17
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 広告掲載費用の請求について 

広告掲載費用および振込先については、要項 3 発行後、申込時にご記入いただいた連絡先にご

連絡いたします。 

 

 問い合わせ先 

 ics2020info@googlegroups.com

 

 

 

mailto:ics2020info@googlegroups.com

