2017 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 ミドルディスタンス競技部門 関西地区代表選考会

関西学連ミドルセレ
要項 2
1. 概要
 日時 2017 年 12 月 17 日 (日) 雨天決行, 荒天中止


主催

関西学生オリエンテーリング連盟



主管

2017 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドルディスタンス競技部門
関西地区代表選考会実行委員会
・実行委員長

瀬尾 峻汰 (京都大学 OLC OB1 年目)

・運営責任者

松浦 知佑 (大阪大学 OLC OB1 年目)

・競技責任者

佐藤 真悟 (大阪大学 OLC OB1 年目)

・コースプランナー

石野 陽子 (京都大学 OLC OG1 年目)



後援

湖南市教育委員会、栗東市教育委員会



会場

雨山研修館「宿場の里」



場所

滋賀県湖南市

2.

交通案内



公共交通をご利用の場合
JR：石部駅から徒歩 30 分
運営の方でデマンドバスを手配する予定です。乗車を希望される方はエントリーシートの
『デマンドバス乗車』の欄で『希望する』を選択してください。関西学連 MS クラス、WS ク
ラス出走希望かつデマンドバスへの乗車を希望される方へは関西学連を通じて別途連絡が
ございますのでしばしお待ちください。
【バス時刻表】運賃:250 円(子供 130 円)
行き：石部駅発 10:20→雨山着 10:23
帰り：雨山発 14:25→石部駅着 14:28、雨山発 15:25→石部駅着 15:28



自家用車をご利用の場合
名神高速道路栗東湖南 IC から約 15 分
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3.

競技情報



競技形式
ポイントオリエンテーリング, ミドルディスタンス競技
(関西学連ミドルセレ実施基準準拠, E-card 使用)



地図「石部・雨山」(2015 年 11 月滋賀県オリエンテーリング協会作成・2016 年～
2017 年 NishiPRO 拡大調査)
・ 縮尺 1：10000
・ 等高線間隔 5m
・ 走行可能度 4 段階表示



テレインプロフィール
起伏が少なく湿地が散見される平地林で、ところどころに微地形を含む丘陵が存在するエリア、

尾根沢が複雑に連続するエリア、急斜面が多く地形も比較的ダイナミックなエリアの３つのエリア
により構成されている。道は少なく走行可能度は高いが、中低木により見通しはさえぎられやすい.


クラス, 参加資格および参加費
クラス

優勝設定時間

MS/WS

35 分

中九四 MS/
中九四 WS
北信越 MS/
北信越 WS

MO/WO

35 分
35 分

35 分

参加資格

参加費

2017 年度関西学連加盟員で

1600 円

登録 4 年目以内の者
2017 年度中九四学連加盟員で

1600 円

登録 4 年目以内の者
2017 年度北信越学連加盟員で

1600 円

登録 4 年目以内の者

特に制限は設けない

一般

1900 円

高校生以下

1000 円

日本学連賛助会員
学生

1600 円

＊E-Card レンタルの場合は＋300 円となります.
＊プログラム・成績表を郵送希望の場合はそれぞれ＋200 円となります.
＊複数のクラスに参加することは認めません.
＊M が男性クラス, W が女性クラスです. 男性は M クラス, 女性は W クラスに
出場してください.ただし, 併設クラス (MO/WO) においては性別による制限を設けません.
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4.

代表選手選考と表彰対象



選考人数
日本学生オリエンテーリング連盟技術委員会の発表に準じます.



表彰対象
MS/WS/北信越 MS/北信越 WS クラスは上位 3 位まで、中九四 MS/中九四 WS は上位 1 位まで表彰し
ます.
併設クラスの表彰は行いません.

5.

申し込み



申し込み方法
選考クラスとオープンクラスで申し込み方法が異なります．ご注意ください．
[選考クラス]
選考クラスの申し込みは, 原則として学校代表者が一括して行うようにしてください.
(1)e-mail による申し込み
1．参加費 (後述) を振り込んでください.
2．選考会ウェブページに掲載されている「エントリーシート」に必要事項を漏れなく記載して
ください.
3．件名を「2017 年度ミドルセレ申し込み」とし,

エントリーシートを添付の上, 次頁のメール

アドレスまでお送りください.
宛先 kansaimiddle2017□gmail.com


(□を@に変えてください.)

後日, 受け取り確認のメールをお送りいたします. 1 週間以内に返答がない場合はお手数で
すが上記の連絡先まで再度メールをお送りください.

[オープンクラス]
(1)Japan-O-entry による申し込み
1.

以下のサイトにアクセスしてお申し込みください。

https://japan-o-entry.com/event/view/97
(2)郵送による申し込み
1． 参加費 (後述) を振り込んでください.
2.

必要事項をご記入の上, 下記宛先まで葉書, または封書でお送りください.

・ 宛先
〒615-8193 京都府京都市西京区川島粟田町 35

グレイシィ桂 315

浅井迅馬
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・ 必要事項
申し込み代表者氏名・住所・電話番号・振込銀行名 (支店名)・振込者名・振込金額・参加者全
員の氏名・ふりがな・性別・生年月日・年齢 (2018 年 3 月 31 日時点のもの)・所属・参加クラス・
レンタルまたはマイ E カード番号・デマンドバスへの乗車希望


参加費振込先

◆ ゆうちょ銀行から 記号:14030 番号:43598161
◆他金融機関から

金融機関コード:9900 店番:四〇八(ヨンゼロハチ) 普通預金
口座番号:4359816



アキヤマシュウヘイ
アキヤマシュウヘイ

申し込み締め切り
12 月 1 日 (金)
振り込み期限 12 月 8 日(金)



申し込みに関する注意事項
・当日申し込みは行いません.
・一度振り込まれた参加費は返金いたしません.
・レンタル E-Card を紛失された場合, 賠償金を頂きます.

6. 注意事項


参加者が自身および第三者に対して与えた損失, 損害に対して主催者および主管者は一切責任
を負いません.



出場予定者のオリエンテーリング目的での O-Map「石部・雨山」内への立ち入りを, 本大会終了まで
禁止いたします.



傷害保険には加入しますが, 補償には限度があります.
連絡先 大会公式アドレス : kansaimiddle2017□gmail.com
大会 HP

(□を@に変えてください)

http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?itemid=1269&catid=33
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