
Ver.1.2(2020 年 1 月 6 日細部修正) 

山リハリレー2020(日光所野)開催要項  

〜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「塩谷熊ノ木」) 

主催：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 
協力：坂野山遊地図企画、宮西山野精図   コースプランナー：高野 兼也 
公式サイト：http://www.orienteering.com/~ymoe/event/2020/tokorono_noguchi_goodbye_collab 
 

○ 大会概要           
日時：2020 年 2 月 9 日(日) 
集合場所：日光市立所野小学校 (栃木県日光市所野 820) 
      Google MAP：https://goo.gl/maps/fqAgxMTxu2omWDKi9 
     JR 日光駅および東武日光駅より約 2km、テープ誘導はありません。 
     駐車場は日光運動公園北駐車場を利用ください 
   Google MAP：https://goo.gl/maps/q7rSbc8w8MTMyt2MA 
地図：「日光所野」(2012 年度春インカレ、2018 年度(2019/4 開催)全日本オリエンテーリング大会(ロング)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 準拠 
 本競技会のために必要部分の地図修正をできるだけ施します。 

競技形式：3人 1チームのリレー形式のポイントオリエンテーリング(EMIT のパンチングシステムを使用) 
 
クラス・優勝設定時間・参加費(税込) 

 クラス 優勝設定時間 
参加費(県協会申請手数料含・レンタル E カード代別) 

学生・生徒 OB・OG・一般 

ME／OB-CUP 45～50 分×3 人 ￥6,000 ￥7,500 (OB は割引制度あり・詳細は下記) 

WE／OG-CUP 40～45 分×3 人 ￥6,000 ￥7,500 (OG は割引制度あり・詳細は下記) 

MA 40 分×3 人 ￥4,500 

WA 40 分×3 人 ￥4,500 

B 40 分×3 人 ￥4,500 

M：男子、W：女子、E：選手権クラス、A：上級者、B：中級者、M クラスに女子が出ても構いません。 

 

日光市立所野小学校・野口小学校 閉校 サヨナラコラボ企画第 1 弾！ 

（第 2 弾は 3 月 1 日・東工大 OLT 杯です） 
 
 昨年度の矢板市立西小に続き、オリエンティアにとって 1984 年度の日光テレイン開拓以来ずっとお世話になっ

てきた日光市立所野小と野口小が 2020 年 3 月をもって閉校となります。そこで昨年に引き続き最後に利用させて

いただく外部行事としてオリエンテーリング大会を行おうとサヨナライベントを企画しました。寄せ書きも行いま

す。(今回は色々な年代から集めたいのでメールでも募集します。) できれば、古い OB の方も最後の施設使用の現

場に立ち会っていただくべく、本大会にご参加いただけると幸いです。 
 
 さて、今回は日本学連合宿が別に計画されており、前日にテレインを「塩谷熊ノ木」、宿を「塩谷町自然休養村

センター」として開かれます。インカレミドル・リレーについても、コーチ陣により夜メニューを充実させるなど

の対策が行われるでしょう。(日本学連合宿の詳細については下記のサイトをご覧ください。) 
http://www.orienteering.com/~uofj/gijutsu/?blogid=2&catid=43&itemid=1549 

 
山リハリレーでは、毎回提示する言葉ですが、こういったインカレリレー本番に備えた場を提供できることこ

そ、この時期の一番の目的！との気持ちを込めて準備します。そのため意欲のある高校生以下の方や一般のオリエ

ンティアにとっても競技力向上に絶好の場ですので、ご参加を大歓迎します。また、OB/OG-CUP を併催します。

学生チームに勝ち、その模範を示してこそのタイトルとしていますが、OB-CUP は昨年は 1 位のチームが学生に

勝つことができず、空位となっております。OG-CUP はここ数年間ずっと空位が続いています。今年度は力をつけ

て卒業した方や、学生のうちに力をグーンと伸ばした 2 年～4 年生ともども百花繚乱の様相なので、果たして勝負

の行方はどうなることでしょうか？ 多くのチームのご参加をお待ちしています。 



参加費には栃木県テレイン利用申請手数料 1 人 100 円(1 チーム 300 円)が含まれます。 
E カードレンタル 1 枚 300 円 (消費税込み、MY カード使用可) 
プログラム・成績表は郵送しません。公式サイトにて公開します。 

 
OB／OG-CUP について 
同一大学の出身者で組んだチームです。編成は自主性に任せます。大学クラブと一緒に申し込んだ場合は

￥1,500 割り引きとなります。つまり学生料金で申し込めます。(差額 ￥1,500 は、OB・OG が学生にプレ

ゼントしてあげてください)。大学クラブと OB/OG-CUP 出場チームは、チーム名を大学名+A, B・・／大学

名+OB/OG-A, -B・・として下さい。  

 

〇 エントリー(1 または 2の方法で申し込んだ後、費用をお振り込みください) 
1. Excelフォームを使用した申込 
 大学クラブ(OB/OGカップ含む)は、この方法で団体で申し込んで下さい。一般の方もこちらを推奨します。 

 エントリーフォーム(Excelファイル)に入力し、メールに添付して送信してください。エントリーフォームは 

 公式サイトまたはJapan-O-Entryからダウンロードするか、メールにてご請求ください。 

 

2. 個別申込(メールに Excel フォーム添付が不可能な場合に限りメールにこちらの項目を直接ご入力ください。) 

 下記申込内容を記入の上、メール送信あるいは郵送してください。(OB/OG-CUP は団体申込をなるべく 
 ご利用ください。 

申込み記載事項 

申込代表者(氏名、住所、電話番号)  
チーム名(12 文字以内：大学クラブと OB/OG-CUP 出場チームは前述の様に大学名を使用すること)  
所属クラブ(8 文字以内) 
クラス(ME/WE/MA/WA/B)  
1 走(氏名、年齢、E カード番号 or レンタル要と記入)  
2 走(氏名、年齢、E カード番号 or レンタル要と記入)  
3 走(氏名、年齢、E カード番号 or レンタル要と記入)  
参加費明細 
ME 学生  ￥6,000×( )チーム、OB –CUP/ME/一般チーム ￥7,500×( )チーム、 
WE 学生  ￥6,000×( )チーム、OG–CUP/WE/一般チーム ￥7,500×( )チーム、 
MA ￥4,500×( )チーム、WA ￥4,500×( )チーム、 B ￥4,500×( )チーム 
レンタル E カード ￥300 ×( )枚分  
振込先(三菱UFJ銀行 or ゆうちょ銀行のどちらかを記入)・振込日( )月( )日 振込額合計￥(      ) 

 
郵送の場合の宛先 

〒329-2441 栃木県塩谷郡塩谷町船生 6082-68 山川克則記念館 山リハリレー2020 係 

 

〇 振込先口座  

三菱 UFJ 銀行 八千代支店(店番 612) 普通 1077634 
口座名義 山川

ヤマカワ

 克則
カツノリ

 
ゆうちょ銀行 10520-5026151 または 〇五八支店 普通 0502615 

 

送信または郵送締切 2020 年 1 月 25 日(土) 入金締切 1 月 27 日(月)  
当日受付はありませんが、急に参加したくなった場合は申し込み先まで事前に相談下さい。 
 

※エントリー送信先        e-mail：ymoe.entry@gmail.com 

※お問い合わせ   山川 克則 e-mail：rmo-s.yamakawa@nifty.com 
※寄せ書きもこ所野小宛か野口小宛かを明記してこのアドレスまでお願いします。A5～A4 サイズ大、JPG か PDF 形式で    
 お願いします。 
 
 

○ 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 

関東インカレ団体戦出場資格 

・この規定は関東学連加盟校／準加盟校のみに適用されます。                      

・関東インカレ団体戦はＭＥ／ＷＥクラスで行います。 

ＭＥ／ＷＥへの参加チーム数の制限はなく、各加盟校／準加盟校は希望するチーム数をエントリーできます。大学名

+A、大学名+B のようにエントリーしてください。  

 



・表彰対象となる(正規チーム)のは、以下のメンバー編成になります。 

全メンバーは関東学連加盟員であり、その加盟登録年数が４年以内であること。 

全メンバーが同一の加盟校／準加盟校に所属していること。 

全メンバーが関東学連の指定する誓約書に同意し、提出していること。 

全メンバーが当日、各々の出走までの時間内に競技エリアに立ち入っていないこと。  

但し、対象チームの出走後はこの限りでなく、他チームのメンバーとして競技にオープンで参加しても差し支えありま

せん。 

表彰(関東学連表彰) 

 関東選手権団体戦として,ＭＥ，ＷＥ対象のチーム上位３位までを表彰します。但し、同一大学で複数入った場合は成績

の良い方のみが対象となります。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。 

 

関東インカレ団体戦についてのお問合せ 

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

 
 

〇 OB/OG-CUP の表彰について 
 こちらは関東学連でなくても同一出身大学の OB/OG で組んだチームの 1 位を主催者が表彰します。 
 (但し、学生チームに勝った場合に限ります。) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
【公式サイト】 
 http://www.orienteering.com/~ymoe/event/2020/tokorono_noguchi_goodbye_collab 
【問合せ先】 

山川 克則(ヤマカワオーエンタープライズ)  
メール︓rmo-s.yamakawa@nifty.com 
電話︓090-8041-4673（当日以外はなるべくメールでお願いします。） 

【申し込み先】 
 ヤマカワオーエンタープライズ参加申込専用 
 メール︓ymoe.entry@gmail.com 
 

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。 


