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第 6 回 茶の里いるまオリエンテーリング大会 

in 越生(おごせ) 要項(第二版) 
～春は茶の里いるまから～ 

 

期日 2008 年 4 月 20 日（日） 雨天決行・荒天中止 

主催 入間市オリエンテーリングクラブ 

後援 越生町教育委員会，入間市教育委員会， 

   埼玉県オリエンテーリング協会 

協賛 サントリーフーズ株式会社(申請予定) 

場所 埼玉県入間郡越生町 

会場 上谷(かみやつ)農村公園 

 

 

大会の特色 

・家族的な雰囲気の入間市 OLC が手軽に楽しめるオリエンテーリングを提供します。 

・はじめての方から上級者まで，どなたでも楽しめるように 4 コースを用意します。 

・4 コースから，さらに主催者によるクラス分けで表彰のチャンスがアップ！ 

・クラブ一括申込がお得です。(郵送または会場受付) 

 

 

使用地図 

 「上谷(かみやつ)」 (埼玉県オリエンテーリング協会主催の「O-FESTA2007」に使用） 

 縮尺 1:10000 等高線間隔 5m 通行可能度 4 段階表示 B4 印刷 

 

 

競技形式 

 ポイントオリエンテーリング(玉露・煎茶・ほうじ茶・新茶) 

 

 

コース分け 

コース 距離(予定) 対象 チェック方法 

玉露 5km 上級者（A クラス相当） e-card 

煎茶 4km 中級者（AS クラス相当） e-card 

ほうじ茶 3km 初級者（B クラス相当） e-card 

新茶（町民・市民） 3.5km 
はじめての方，ランナー向け 

（N クラス相当） 
コントロールカード 

 

※表彰対象は各コースの上位 3 名です。 

 それとは別に，入間市 OLC では下記のように，表彰対象を申込状況により決定いたします。 

 決定次第，入間市 OLC のサイトに発表いたします。 
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表彰について 

 同じコースでも，年齢や性別を考慮しつつ，適当な人数で競い合えるように，さらに表彰クラスを分け

ます。クラスの分け方は申込状況を見て，主催者が決定いたします。 

 

1. 普段同じコースを走る事のないエリートとの差を実感できる。 

2. 同じクラブで同じコースを走り，クラブ内の真の王者決定戦を行う。 

3. その結果，ルートチョイスの勉強会が老若男女一緒にできる。 

4. 当日申し込みも表彰対象となります。 

 

こんな表彰をして欲しい，こんなことは出来ないの？などありましたら，お気軽にお問い合わせください。 

 

 

参加費 

玉露・煎茶・ほうじ茶 

 

 19 歳以上 
18 歳以下 

（高校生以下） 

通常申込 1,700 円 1,000 円 

クラブ一括申込※1 1,500 円 800 円 

当日申込 2,500 円 1,500 円 

 

※ My e-card を使用する場合は，-200 円です。当日申込の場合，My e-card は使用できません。 

※ プログラム郵送希望の方は，+300 円です。 

 

※1 同一クラブで 10 名以上の場合，クラブ一括申込用紙にて申し込みをすると，一人あたり 200 円の割

引になります。クラブ一括申込用紙は会員にお尋ねいただくか，または入間市 OLC のサイトよりダウンロ

ードしてください。 

 

新茶（町民・市民） 一人 300 円（小学生は 100 円） 

 

 

アクセス 

○電車 東武越生線・JR 八高線「越生駅」から黒山行きバスへ乗車約 15 分「梅林入口」で下車， 

テープ誘導で徒歩約 10 分 

 

○お車 関越自動車道「鶴ヶ島」IC または圏央道「狭山日高」IC より約 30 分 

 ※駐車券の申し込みが必要です。申し込みが多数の場合は抽選となります。 

 

 

問い合わせ先 

○E-mail： iruma2008@babuwagon.com 

○携帯電話：090-2765-5065（渡辺） 

 （繋がらない場合は連絡先をお知らせください。折り返し，お電話いたします。） 

○入間市 OLC サイト http://www.orienteering.com/~iruma/ 
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申込方法 

玉露・煎茶・ほうじ茶 

1 会場申込 

 以下の大会にて会場受付をいたしますので，会員までお気軽に声をかけてください。 

 2/3 百式大会，2/17 クラブ対抗リレー，3/30 全日本大会（会場申込は全日本大会が最終です。） 

 

2 郵送 または E-mail 

 申込締切日は 2008/4/7（月）です。消印・送信日有効です。 

 （1）参加費を払い込みます。払込方法は銀行振込と郵便振替の 2 通りを用意しています。 

銀行振込 口座名義：入間市オリエンテーリングクラブ 渡辺 加与美 

   （イルマシオリエンテーリングクラブ ワタナベ カヨミ） 

  埼玉りそな銀行 入間支店 普通 4186670 

郵便振替 加入者名：渡辺 徹也（ワタナベ テツヤ） 口座番号：10360-36680881 

 

 （2）申込用紙（※クラブ一括の場合はクラブ一括申込用紙）に必要事項を記入し， 

   郵送または E-mail で送信してください。 

 ○郵送先 〒358-0031 埼玉県入間市新久 866-121-38-524 渡辺 徹也 宛 

 ○E-mail iruma2008@babuwagon.com 

 

3 スポーツエントリー 

 申込締切日は 2008/4/7（月）です。http://www.sportsentry.ne.jp/event.php?tid=14954 にアクセスし，

画面の指示に従ってお申し込みください。 

 

4 当日申込 

 受付時間 10:00～12:00 までの間に大会会場の受付までお越しください。当日申込は地図枚数の関係上，

希望のクラスに参加できない場合がございますので，あらかじめご承知置きください。 

 

新茶（町民・市民） 

 当日申込のみです。受付時間 10:00～12:00 までの間に大会会場の受付までお越しください。地図の準備

等がありますので，事前に連絡をいただけるとありがたいです。 

 

注意事項 

・荒天の場合には大会を中止いたします。その際，参加費の返還はいたしません。 

・スポーツ傷害保険には主催者側でも加入しますが，各自十分な備えをしてください。 

・参加者が自分自身または第三者に与えた損傷・損害については， 

 主催者側では一切責任を負いませんのでご注意ください。 

・駐車券がない場合はお車での来場はできませんので，ご注意ください。 

・初心者の方には入間市 OLC の指導員が説明をいたしますので，お気軽にご参加ください。 

 またコンパス貸し出しをいたします。 

・当日，キッズ O（幼児向け）も開催予定です。 

・申込用紙に記入された参加者の個人情報は，競技関連以外には一切使用しません。 

・プログラムは入間市 OLC のサイトに 2008/4/13(日)までに公開します。 
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第 6 回 茶の里いるまオリエンテーリング大会 in 越生 

申込用紙 
 

ふりがな  

氏名  
所属クラブ  

性別 男 ・ 女 
生年月日 

年齢 

19  年  月  日 

    歳(2009 年 3 月 31 日時点) 

住所 

〒 

 

 

 

電話番号  駐車券 要 ／ 不要 

 

参加費：19 歳以上は 1,700 円，18 歳以下(高校生以下)は 1,000 円です。 

 

参加コース 玉露 ／ 煎茶 ／ ほうじ茶 円 

My e-card 持参(-200 円) e-card 番号： 円 

プログラム郵送(+300 円) 要 ／ 不要 円 

合計 円 

入金日 年   月   日 入金方法 会場申込 ／ 銀行振込 ／ 郵便振替 

 

 

備考  

 

会場申込 受付担当記入 

受付担当  受付会場  

 


