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Ver.1.0(2022年 4月 28日発行) 

山リハリレー2022(矢板塩田)プログラム  

～2022年 5月 1日(日)～ 
(兼 2021年度関東学生オリエンテーリング選手権大会団体戦) 

 

 

ロスジェネインカレに続いて山リハリレーで 2022 の GW の始まりです。2021 年度の関東イ

ンカレ団体戦も、OB-CUP、OG-CUP も開催、今年も GW での変則開催で学生より OB

が強そうです。インカレ優勝校はそれに立ちはだかるか？OG-cup は超久々の成立か？！ 

 

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、寄贈致しました。 

現役に勝ってこそのタイトル 

今年は両方成立か？ 

昨年は男子が久々成立で 

横浜国立大学ＯＢが優勝しました。 

 

 

 

 

主催:山川 克則(YMOE／(有)ヤマカワオーエンタープライズ) 

協力:坂野山遊地図企画、高野 兼也 

日時:2022 年 5 月 1 日(日) 

集合場所:矢板市多目的広場（塩田ダム上）、ロスジェネインカレと同じ会場 

詳しくはロスジェネインカレのプログラムをご覧ください。 

想定より参加者少なかった為、旧長井小学校（ロスジェネの選手権クラス、スタート待機所）での駐車場利用をとりや

めて、全員会場の駐車場にとめていただけることになりました。若干申告台数より多くなり、スペースが足りなくなることが

あり得ますが、会場内で置ける場所をスタッフが現場で案内いたします。  

      

地図:｢矢板塩田｣(2020.3 春インカレ＜中止＞、2021.11 秋インカレ開催テレイン) 

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 

競技形式:リレー形式のポイントオリエンテーリング 

 

更衣室・トイレ・受付 

青空会場、女子更衣テントを用意します。（各クラブで持参することを推奨します。）トイレは会場内に２か所あります。 

 

会場レイアウト図： 

<詳しくは当日の競技説明で行います。ロスジェネインカレへの競技上の配慮から、敢えてレイアウト図をお見せしない

ことに致します。受付・本部はロスジェネと同じ位置です。> 
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チェンジオーバーのタイミング： 

最終コントロールの 2 つ前のコントロールをラジオコントロールとしています。各

自がスマホでラップセンター(https://mulka2.com/lapcenter/）のライ

ブ速報に接続して、中間速報から会場接近情報を得て下さい。ラジオコント

ロールからラス前コントロールまでは 1～２分の所要です。ラス前コントロール

から最終コントロールまでは会場脇の道路を走るので視認できます。前走者

を確認したら次走者は E カードのアクティベートをして待機枠に入ります。 

注意！但し会場付近の電波状況によりオンラインでの情報が途切れる場合が想定さ

れます。必ず道路を走る前走者を視認するようにご注意願います。 

 

タイムテーブル: 

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電話で連絡下さい。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,Mix 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 頃 

   ※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: 受付場所はロスジェネインカレと同じ、多目的広場内のあずまやです。 

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。 

※今回は接近情報をオンラインで行うために事前にゼッケン番号と E カード番号の紐づけを行っておく必要があります。申し込み

時と違うカードを使用する場合は、必ず事前に届け出て下さい。 

・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。コロナ禍等の事情でオリエンテーリ

ング活動をしばらく控えていて久しぶりのＥカード使用になる場合は、十分な起動チェックを行って下さい。1 回だけの起動では、

まだ完全に起動していない事例がいくつか報告されております。 

・｢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。 

 

 

【お知らせ】 

城の湯の\100 割引券、ご希望の方に本部でお渡しします。 

https://mulka2.com/lapcenter/
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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ください。エントリーと変更なしの場合は、

チーム No.だけを記入し、あとは「変更なし」と書いて下さい。E カード番号のみ変更の場合は必ず記入して下さい。 

 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参考記録(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。ゼッケン番号は別掲のエントリーリストをご参照ください。 

  

 

縦 18cm 

数字は大きく太く（幅 1cm 以上）書く 

上 1 ケタ  クラス：１：ME, ２：WE, ３：MA, ４：WA, ５：Ｍｉｘ，６～９：個人 

中２ケタ  チームＮo. 

下１ケタ  走順 

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 筑波大学 

             女子団体戦 横浜国立大学 

             OB-CUP  横浜国立大学 OB（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防止について: 

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との報告を受けます。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げます。E カードの電池切れも起きることが

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。森にゴミを落とさない為にも、各自でテープなどで対策をとる事を強くお勧めします。 

 

競技: 

スタート 10 分前に第 1 走者は受付封筒から自分の地図を持って集合して下さい。 

第 2/第 3 走者以降は前走者が会場わきの道路を通過後、自分の地図を持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

 

1233 

 

横 25cm 
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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 6.0km↑310m (45～50 分) 

WE 4.1～4.2km↑200 (45 分) 

MA 4.0～4.1km↑180m (40 分) 

WA/Mix 2.9～3.0km↑130m (35～40 分) 

 

ME/WE はかなり難しいレッグの連続区間が 

あります。ME は少し長めの多彩なルートチョイス 

を要求する区間が複数あります。 

WE は青山インカレの成績を見る限り、このコース 

では、ウィニングが合わないと思います。来年３月までにこのコースを完走できるメンバーを 3 人揃えることを目標にクラブを盛り上

げていけば、インカレリレーでの入賞が見えてくると思います。今年はコロナで合宿できないなんてことがないと祈りつつ、みっちり研

鑽していきましょう!! 

 

チェンジオーバー: 

前走者が web 上の中間速報に掲示されたら、もしくは会場横の道路わきを走るのを視認したら、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３回以上の規則的点灯を確認)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、読み取り作業にご協力

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。あとでチームごとに受付袋に入れて本部まで返却下さい。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ご申告下さい。紛失の場合は弁償金(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: 

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す予定です。 

 

リスタート: 

リスタート時刻の 10 分前になったら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

背景データ：  

本年度インカレリレー ME 6.1km↑390m 最速 平岡 49:17 

  「青山高原」   WE 4.3km↑235m 最速 阿部 43:37 

山リハリレー2021： ME 6.0km↑350m 最速 伊藤 47:09 

  「簗目川源流」 WE 4.7km↑265m 最速 山岸 60:30 

山リハリレー2020： ME 5.8km↑350m 最速 小牧 44;44 

  「日光所野」   WE 4.7km↑310m 最速 稲毛 45:18 

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 

 同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 

今回も男子トップはキロ分を切れるかどうか？ 
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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。実際のフィニッシュ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-CUP/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/Ｍｉｘクラスの表彰はありません。 

 

新型コロナウイルス感染予防対策: 

下記のリンクから前日のロスジェネインカレのプログラムをご覧になり、同様の対策をお願いします。主催者は会場に十分な

量の手洗い用の水/ハンドソープ/ペーパータオルおよび手指消毒用のアルコールを配置し、スタッフはマスクを着用して応対

します。参加者は競技中や飲食中以外は不織布マスクの着用をお願いします。また帰路の大人数での外食は避ける様に

お願いします。 

https://japan-o-entry.com/event/view/938 

 

注意事項・その他: 

競技が不可能な程の荒天となった場合、大会を中止します。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 japan-O-entrＹおよび公式 Twitter アカウント、と公式 Facebook ペー

ジで広報します。 

Japan-o-entrY   https://japan-o-entry.com/event/view/953 

公式 Twitter アカウント：@_ymoe https://twitter.com/_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。 

 

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 

 2021 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 羽田拓真 E-mail: ynukolc.takuma◆gmail.com (◆=@) 

 
エントリーリスト/オーダー表(走順届出表)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。 

https://japan-o-entry.com/event/view/938
https://japan-o-entry.com/event/view/953
https://twitter.com/_ymoe
https://www.facebook.com/YMOEcompany

