
 

 はじめに 

2016 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、ロング・ディスタンス競技部門

併設大会を、以下のとおり開催します。(学連登録者は本併設大会には出場できません。「2016

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、ロング・ディスタンス競技部門 要項 2」

をご覧ください。) 
 

 開催日 

2016 年11 月19 日（土）～ 20 日（日） 
 

 11 月 19 日（土）スプリント競技部門 

 11 月 20 日（日）ロング・ディスタンス競技部門 
 

 開催地 

 スプリント競技部門：栃木県下野市 天平の丘公園周辺 

 ロング・ディスタンス競技部門：栃木県矢板市、塩谷町 
 

 主催 

日本学生オリエンテーリング連盟 
 

 主管 

2016 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 

2016 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 ロング・ディスタンス競技部門実行委員会 
 

  スプリント競技部門 ロング・ディスタンス競技部門 

 併設大会実行委員長 中澤 寛典（名古屋 11 編） 中澤 寛典（名古屋 11 編） 

 コース設定者 五味 あずさ（金沢 12） 田村 晃太郎（東京 09） 

   ※（）内は出身大学と入学年度 
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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 

 11 月 19 日（土） スプリント競技部門 1:4,000 2 m 4 段階表示 JSSOM2007 準拠 

 
11 月 20 日（日） 

ロング・ディスタンス 

競技部門 
1:10,000 5 m 4 段階表示 JSOM2007 準拠 

 

 パンチングシステム 

スプリント競技部門では SPORTident 社の電子パンチングシステム（SI）を使用します。SI カ

ードの貸し出しを行いますが、個人所有の SIカードも使用することができます。レンタルは 1 日

1 枚 100 円です。 

ロング・ディスタンス競技部門では Emit 社の電子パンチングシステム（Electronic Punching 

and Timing system）を使用します。Eカードは貸し出しを行いますが、個人所有の E カードを

使用することもできます。レンタルは 1 日 1 枚 300 円です。 

 

 競技クラス／参加費 
 

 クラス 難易度 優勝設定時間 参加費 

 11 月 19 日（土） 

スプリント 

MEC インカレ ME と同一コース 15 分 2000 円 

WEC インカレ WE と同一コース 15 分 2000 円 

 
11 月 20 日（日） 

ロング 

AL 上級者 50 分 2500 円 

AS 上級者 40 分 2500 円 

B 中級者 30 分 2500 円 

※当日申込はありません。 

※参加資格の制限はありません。 

※優勝設定時間は変更の可能性があります。 

※申し込み人数が多い場合は、複数のクラスに分割することがあります。 

※11 月 19 日のスプリント競技では、表彰を行いません。 

※11 月 20 日のロング・ディスタンス競技では、各クラス上位 3 名ずつを表彰対象とします。 
 

 

 

 

 

1 競技情報 



 テレイン概要 

  スプリント競技部門 

競技が行われる天平の丘公園は車道で南北に区切られています。北部は史跡・民家・農地が広が

っています。南部には走行可能度が高い針葉樹林と、公園エリアが広がり、古墳が点在します。  

競技エリア内の走行可能度は概して高く、スピーディなレース展開が予想されます。 
 

  ロング・ディスタンス競技部門 

競技で使用するテレインは 2009 年インカレロングで使われた「前高原」を拡大リメイクしたも

のです。標高 200-300ｍに位置する里山を中心としたテレインで、いくつかの山塊の間に耕作地・

民家が存在しています。山林内はなだらかで走行可能度の良い針葉樹林のエリアが大部分を占めて

いますが、走行可能度の悪いエリアや細かい地形の箇所も部分的に見られます。また、テレイン内

には複雑に小径・小道等が発達しています。 

 

 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および観戦を予定している者は、本大会終了までの期間、下記

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）。ロング・ディスタンス競技部門の立入禁止範囲の詳細は次ページに示す地図をご覧くださ

い。なお、立入禁止区域周辺道路の利用は妨げません。 
 
  スプリント競技部門 

・栃木県下野市 天平の丘公園周辺 
 

立入禁止区域の設定に伴い、以下のテレインをクローズします。 

 
 

  ロング・ディスタンス競技部門 

次ページに示す地図の青縦線部分 
 

立入禁止区域の設定に伴い、以下のテレインをクローズします。 

 

 

クローズテレイン 

「天平の丘公園」  2015 年 オリエンテーリングクラブ⊿下野作成 

 

クローズテレイン 

「矢板塩田」   2006 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成 

http://www.orienteering.com/~uofj/media/terrain/Yaita-Shioya%20201

5/20150828-Yaita_Shioda.jpg 

「前高原」   2009 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成 

「矢板片俣」   2006 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成 

「下野軌道敷跡」  2006 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成 

http://www.orienteering.com/~uofj/media/terrain/Yaita-Shioya%20201

5/20150828-Yaita_Katamata.jpg 

http://www.orienteering.com/~uofj/media/terrain/Yaita-Shioya%202015/20150828-Yaita_Shioda.jpg
http://www.orienteering.com/~uofj/media/terrain/Yaita-Shioya%202015/20150828-Yaita_Shioda.jpg
http://www.orienteering.com/~uofj/media/terrain/Yaita-Shioya%202015/20150828-Yaita_Katamata.jpg
http://www.orienteering.com/~uofj/media/terrain/Yaita-Shioya%202015/20150828-Yaita_Katamata.jpg


 

 

 

 

ロング・ディスタンス競技部門 
立入禁止区域 

立入禁止区域周辺道路の通行は妨げません 

地理院地図（http://maps.gsi.go.jp/）を加工して作成 



 

 

 会場の開場時間とアクセス・参加者駐車場 

本大会では、スプリント競技部門とロング・ディスタンス競技部門の会場が異なります。それぞ

れの会場の開場時刻と最寄り駅、参加者用駐車場は以下の通りです。 
 

  開場時刻 最寄り駅 参加者用駐車場 

 スプリント競技部門 8 時 30 分 JR 小金井駅 公園内の駐車場※1 

 
ロング・ディスタンス 

競技部門 
7 時 30 分 JR 矢板駅 実行委員会指定の駐車場（2 か所）※2 

※1 詳細はプログラム（要項 3・後日発行）をご覧ください。 

※2 参加者の駐車場割り振りは実行委員会が行います。 
 

最寄り駅である JR 小金井駅、JR 矢板駅からそれぞれの会場まで大会専用バスを運行します。 

運行時刻等、詳細は後日公表します。 
 

 

 申し込み方法 

【メールによる申込 ※1０月１４日締切】 

  参加費を以下の口座に振り込んだ上で、HP に掲載されている「併設大会申込用紙」に必要事項

を記入し、以下の申込アドレスまで添付してお送り下さい。 

※振込手数料は振込者の負担とします。 

※領収証は各銀行から発行される払込票などの用紙をもって代えるものとします。 

 

・振込先 

みずほ銀行 外苑前支店(店番号 319) 普通預金 口座番号：1718029 

口座名：ナガトモ ユウ 

 

・申込アドレス 

icsl2016heisetsu■gmail.com（■を@に変えてください。） 

 

【大会会場での申込 9/18(日)クラブ 7 人リレー大会】 

9/18(日)開催のクラブ 7 人リレー大会会場において、会場申込を受け付けます。 

当日会場にいる担当の者にお声かけください。 

 

 大会公式webサイト-連絡先 

・併設大会 web サイト 

 URL：http://orienteering.com/~icsl2016/heisetsu/index.html 

・併設大会連絡先 

 中澤 寛典(併設大会実行委員長) 

 e-mail：icsl2016heisetsu■gmail.com （■を@に変えてください。） 

お問い合わせへの回答には時間を要する場合があります。 

 

2 アクセス・申し込み方法 

http://orienteering.com/~icsl2016/heisetsu/index.html

