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発行責任者： 齋藤 佑樹（併設大会責任者）
編集責任者： 山本 智士（広報責任者）

＜要項（8 月 28 日発行）からの変更点＞
【スプリント】ML、WL クラスが日本ランキング対象クラスとなりました。
【交通】土曜往路のバスの出発時刻について追記しました。
【広告】YouTube Live 配信広告の募集を中止しました。
【コントロールガード】コントロールガード募集のお知らせを追記しました。

はじめに
2022 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、以下の通り開催します。
なお、日本学連加盟員は本大会には出場できません。

開催日
2022 年

11 月 5 日（土）～ 6 日（日）


2022 年 11 月 5 日（土） スプリント競技部門



2022 年 11 月 6 日（日） ロング・ディスタンス競技部門

尚、新型コロナウイルスの感染拡大状況により、内容の一部変更、延期、中止の判断を行う可能性
があります。

開催地
長野県諏訪郡富士見町 （協力 富士見高原リゾート）
主催
日本学生オリエンテーリング連盟
主管
2022 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
2022 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
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スプリント競技部門
併設大会責任者

ロング・ディスタンス競技部門

齋藤 佑樹（早稲田 15）

競技責任者

[正] 根本 啓介（筑波 17）
[副] 青芳 龍（東北 16）

長岡 凌生（東北 16）

運営責任者

稲森 夕衣（横浜市立 15）

田中 悠（慶應義塾 13）

コース設定者

稲森 剛（横浜国立 15）

イベント・アドバイザー

小牧 弘季（筑波 17）

結城 克哉（東京 09）

阿部 稜（東北 12）
※（）内は出身大学と入学年度

主管者の連絡先 (お問い合わせ先）
主管者の連絡先 （お問い合わせはこちらにお願いします）
実行委員会への問い合わせ（スプリント、ロング・ディスタンス競技部門共通）
e-mail: icsl2022.inquiry☆gmail.com（☆を@に変換してください）
大会公式 Web サイト
URL: https://icsl2022.web.app/
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
学生大会
本大会
日本学連

正式名称
2022 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
2022 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
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、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響について、下記の指針で対応
していく予定です。

◆開催判断
実行委員会における本大会の開催判断は、大会の2ヶ月前、9月5日（月）に行います。ただし、
開催決定後も状況次第では中止とする場合もあります。

タイムスケジュール
スプリント競技部門のスタート開始時刻は 9:00 頃を予定しています。
ロング・ディスタンス競技部門のスタート開始時刻は 9:00 頃を予定しています。
両日ともに詳細なタイムスケジュールはプログラムで公表します。
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1 競技情報
競技形式／地図仕様
地図仕様
競技形式／競技区分

縮尺

等高線

走行

間隔

可能度

地図表記

11 月 5 日

スプリント競技部門

1:4,000

2.5m

4 段階表示

ISSprOM2019-2 準拠

（土）

エキシビションレース

1:4,000

2.5m

4 段階表示

ISSprOM2019-2 準拠

11 月 6 日

ロング・ディスタンス

（日）

競技部門

1:10,000

5m

4 段階表示

ISOM2017-2 準拠

パンチングシステム
スプリント競技部門では、SPORTident 社製の電子パンチングシステム（SI）を使用します。参加
者全員に SIAC（タッチフリー）の貸し出しを行います。
ロング・ディスタンス競技部門では、Emit 社製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。
テレイン概要
スプリント競技部門
競技エリアである富士見高原リゾートは、編笠山の裾野、標高 1,250～1,450m のエリアに位置
し、スキー場、陸上競技場など多くのスポーツ設備を有する施設です。
施設敷地内の走行可能度は林の中も含めて概して高いです。ただし、一部の林の中には下草・倒
木により走行可能度の低いエリアも存在します。
ロング・ディスタンス競技部門
＜地形＞ テレインは標高 1,200～1,600m の編笠山および西岳西麓に位置し、東側が高い片斜面
の地形です。概して傾斜は急峻であり、ほとんど微地形は見られません。土石流エリアが存在し、
走行可能度は著しく低くなっています。
＜植生＞ 走行可能度はテレイン全体を通して高く、見通しも良好です。しかし、走行可能度が
著しく低下する部分も存在します。倒木や下草により走行可能度が低下するエリアもあります。
＜道・その他＞ 林道 (軽車両道)・小径・小道が存在します。また重機の通った跡も随所に見ら
れます。岩石が各所に存在します。
（2020 年度全日本ミドル＆ロングオリエンテーリング大会 プ
ログラムより一部引用）
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は、要項発行日から本大会終了までの期間、以下に示す立入禁
止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）。詳細範囲は以下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。
ただし、スプリント競技の公平性の観点から 11/4（金）のジュネス八ヶ岳本館・ジュネス八ヶ
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岳スポーツセンターへの立ち入り・宿泊は禁止します。その他の宿泊施設の利用は妨げません。

※地理院地図（https://maps.gsi.go.jp）を加工して作成

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
「編笠山 2020」

：2020 年 NPO 法人オリエンテーリングクラブトータス作成

「富士見高原リゾート」：2015 年 NPO 法人オリエンテーリングクラブトータス作成
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2 クラス情報
日本学生オリエンテーリング連盟の加盟者は本大会には出場できません。

◆11月5日（土） スプリント
クラス

難易度

優勝設定時間(予定)

ML

男子長め

13～15 分

MS

男子短め

13～15 分

WL

女子長め

13～15 分

WS

女子短め

13～15 分

・ML と WL は日本ランキング（スプリント競技、ランク B）対象クラスです。
・女子が男子クラスに出場することは可能ですが、その逆は認めません。

◆11月5日（土） エキシビションレース
クラス

難易度

優勝設定時間(予定)

？

10 分未満

EX

・本大会参加者および、学生大会の各校チームオフィシャルによるポイントオリエンテーリン
グ競技を行います。
・スタートはマススタート形式とします。

◆11月6日（日） ロング・ディスタンス
クラス

難易度

優勝設定時間(予定)

ML

男子上級

60 分

MM

男子上級短め

40 分

MS

男子中級

30 分

WL

女子上級

50 分

WM

女子上級短め

40 分

WS

女子中級

30 分

・ML と WL は日本ランキング（ミドル・ロング競技、ランク B）対象クラスです。
・女子が男子クラスに出場することは可能ですが、その逆は認めません。

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。
・当日申込はありません。
・スプリント競技において、ピン付きシューズでの出走を禁止します。
・スタート開始時刻はスプリント競技部門、ロング・ディスタンス競技部門ともに 9:00 を予定
しています。遠方からお越しの方などはスタート時刻を配慮しますので、申し込み時に申告し
てください。
・欠席者の地図は後日郵送での対応が可能ですが、極力代理人に受け取りを依頼してください。
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3 参加申し込み
申し込み方法
参加申し込みは Japan-O-entrY にて受け付けます。以下の URL よりアクセスし、フォームに従っ
て申し込みと参加費の振り込みを行ってください。申し込み締め切りは 9 月 30 日（金）とします。
参加申し込み（Japan-O-entrY）
・スプリント競技部門
https://japan-o-entry.com/event/view/1092

・ロング・ディスタンス競技部門
https://japan-o-entry.com/event/view/1093

参加費
項目

参加費

スプリント競技部門 参加費

4,500 円

ロング・ディスタンス競技部門 参加費

6,300 円

エキシビションレース 参加費

500 円

E カード貸し出し

300 円

スプリント競技部門の参加費には SIAC の貸し出し料を含みます。

学生応援！フラッグ山分け杯
学生大会の出場大学にフラッグを贈呈する「学生応援！フラッグ山分け杯」を開催します。各大学
に贈呈するフラッグの数は、その大学を応援する本大会の参加者数および成績に応じて決定します。
参加申し込み時に、任意で応援する大学を１校指定してください。
※山分け方法等の詳細はプログラムで公開します。
※複数の大学を統合して扱うことがあります。
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4 宿泊・交通
宿泊
実行委員会では宿泊施設の斡旋を行いませんので、各自で宿泊施設の予約をお願いします。なお、
11/4（金）のジュネス八ヶ岳本館・ジュネス八ヶ岳スポーツセンターへの立ち入り・宿泊は禁止しま
す。また、11/5（土）は同施設を貸切の上、日本学連加盟員に斡旋予定のため、本大会参加者の宿泊
はできない見込みです。

交通
・詳細はプログラムで公開します。乗用車、もしくは小淵沢駅からのバス輸送を利用いただくこと
でご来場いただけます。
・土日ともに、大会に合わせて会場-小淵沢駅（JR 中央本線）間のバス輸送を行います。往路は土
曜の競技前、復路は日曜の競技後のみの運行です。料金は片道 1,000 円です。輸送を希望される
場合には Japan-O-entrY にて申し込みください。
土曜往路のバスの出発時刻は、都心からの始発鈍行および新宿 7:00 発の特急あずさに間に合う
よう設定します。また、利用される方の出走時刻は考慮します。
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2022 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

プログラム＆配信広告募集
【要項（8 月 28 日発行）から変更】YouTube Live 配信の取りやめに伴い、YouTube Live 配信で
放送する広告の募集を中止しました。
学生大会の要項 3（プログラム）に掲載する紙面広告を募集します。
募集内容については以下をご確認ください。母校の学生に向けた応援メッセージ、地域クラブの広
告、大会告知など、多数のお申し込みをお待ちしております。

サイズ・掲載費用
<紙面広告：要項 3（プログラム）>
サイズ

1 コマ
(1/8 ページ)

(mm×mm)

67×85

2 コマ
(1/4 ページ)
67×170 or
134×85

4 コマ
(1/2 ページ)

8 コマ
(1 ページ)

16 コマ
(2 ページ)

134×170

267×170

267×170×2

営利団体

14,000 円

22,000 円

38,000 円

66,000 円

110,000 円

非営利団体

7,000 円

11,000 円

19,000 円

33,000 円

55,000 円

注意事項
<紙面広告：要項 3（プログラム）>
・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
・原稿は必ずサイズをご確認の上で作成ください。申し込みサイズと原稿のサイズが異なる場合
は、実行委員会でサイズを調整させていただきます。
・容量が大きいものは圧縮して掲載する場合があります。
・広告の掲載順は実行委員会で決定し、指定はできません。
・広告掲載費用の請求は、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。

申込方法
Google Form での申込となります。こちらのリンク（https://forms.gle/oNRBSbBxXJQkJKvV6）か
ら申込ください。

申込締切
2022 年 9 月 30 日（金）23:59 厳守
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広告原稿締切
要項 3（プログラム）広告

2022 年 10 月 7 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、各締切日の 3 日後までに確認のメールを送付します。

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
icsl2022.ad☆gmail.com（☆を@に変換してください）

2022 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

コントロールガード募集
スプリント競技部門において、コントロールガードのボランティアを募集します。
大会公式 Web サイトもしくは Japan-O-entrY (https://japan-o-entry.com/event/view/1092)に
掲載されている「スプリント部門コントロールガード募集要項」から詳細をご確認のうえ、お申込み
ください。応募締め切りは 10 月 10 日(月) です。
（要項 1.1 おわり）
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