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第 12回 茶の里いるまオリエンテーリング大会 

in 飯能 プログラム 
～何はともあれ春は茶の里いるまから～ 

 

期日 2015年 4月 26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 入間市教育委員会、飯能市教育委員会 

NPO法人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、田代園 

協力 みちの会 

場所 埼玉県飯能市 

会場 美杉台小学校 埼玉県飯能市美杉台 1-29 

 

大会役員 

実行委員長 水嶋 孝久 

競技責任者 木村 耕平 

運営責任者  渡辺 徹也 

コース設定 細淵 晃平 

渉外担当者  新井 和彦 

運営役員 入間市 OLC会員一同 

 

ごあいさつ 

実行委員長 水嶋 孝久 

 

今年も茶の里いるまオリエンテーリング大会にご参加いただきありがとうございます。 

第 12回を迎える茶の里いるまオリエンテーリング大会ですが、過去最多の 300名を越える事前申込み

をいただきました。毎年のようにご参加いただいている皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。 

今回のテレインは、飯能市の美杉台周辺の里山を使用します。みちの会が 2009 年に作成した「美杉

台」を含みますが、大半が新規調査エリアとなっております。過去には「赤根峠」の一部に含まれていまし

たが、長くオリエンテーリングに使用されていませんので、ニューマップのような新鮮な感覚で楽しんでいただ

けるものと思います。また、主要部分の調査は西プロに依頼し、地図の精度も充分に確保いたしました。 

レース後にはとん汁販売もいたしますので、ぜひご賞味ください。 

本大会で楽しい春の一時をお過ごしいただければ幸いです。 
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1. 重要事項 (必ずお読みください) 

＜参加上の注意＞ 

・ 会場は「美杉台小学校」の体育館をお借りしています。 

小学校の敷地内は禁煙です。 

飲食については先方のご厚意により体育館内及び周辺で可能ですが、 

汚さないように注意してください。また自分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。 

・ 会場のトイレの数に限りがあります。トイレは会場に来る前に、すませておくことをお薦めします。 

・ 全クラス、ナンバーカード（ゼッケン）を使用します。 

安全ピンは各自で用意してください。胸にナンバーカードを着用していないと出走できません。 

・ ゴール閉鎖は 14:30です。競技の途中でも、必ず 14:30 までにゴールを通過して 

ください。ゴールの通過が確認できない場合は、行方不明者として捜索対象となります。 

・ 民家や畑などの立ち入り禁止区域には、絶対立ち入らないでください。 

・ テレイン内には一般のハイカーの方もいらっしゃいます。また、細い小道でのすれ違いが発生する箇所

があります。競技中は衝突などに充分注意するようにお願いします。 

・ けが人、病人の救護救助はすべてにおいて優先されます。 

・ 万一に備えて健康保険証を持参してください。 

スポーツ傷害保険には主催者側で加入しますが、補償額には限りがあります。 

・ 参加者が自分自身または第三者に与えた損害、貴重品の盗難について、主催者は責任を 

負いませんのでご注意ください。 

 

＜大会の中止＞ 

当日、荒天などで大会が中止になった場合、入間市 OLC のサイトでの掲示、オリエンティアメーリングリストでの 

通知を朝 6時に行います。また下記の問い合わせ先にて対応します。 

中止の場合、大会参加費の返還はいたしませんので、ご了承ください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

・ 当日および前日の問い合わせ先  電話：090-5319-9084 (実行委員長携帯電話) 

・ 大会前後の問い合わせ先  E-mail：chanosato2015@gmail.com 

  ※忘れ物の保管期限は 2015年 5月 31日 までとし、それ以降は処分させていただきます。 

・ 入間市 OLCのサイト： http://www.orienteering.com/~iruma/ 

 

http://www.orienteering.com/~iruma/
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2. 交通案内 

会場：美杉台小学校（体育館） 

 

＜車の場合＞ 

新潟方面からお越しの場合：圏央道「狭山日高 IC」から約 25分 

東京方面からお越しの場合：圏央道「入間 IC」から約 20分 

駐車場から会場まで約 1分 

 

駐車場は十分なスペースが確保できたため、駐車券は発行いたしません。当日参加の方も駐車できます。 

大会駐車場は会場北側の大鵬薬品工業株式会社の駐車場になります。 

会場周辺図を参考にお越しください。 

 

 
 

↑図：狭山日高 IC → 美杉台小学校（地図データ ©2015 Google, ZENRIN） 
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↑図：入間 IC → 美杉台小学校（地図データ ©2015 Google, ZENRIN） 

 

＜電車、バスの場合＞ 

◆西武池袋線 「飯能駅」（南口） 

西武バス「美杉台ニュータウン、大河原工業団地東行」にて約 5分 

「美杉台小学校」下車、会場まで約 1分 

 

バス時刻表 

行き 帰り 

飯能駅南口 美杉台小学校 

8時 15分 24分 37分 45分 54分 12時 02分 17分 32分 47分 

9時 03分 14分 25分 36分 51分 13時 02分 14分 26分 38分 50分 

10時 00分 12分 24分 36分 48分 14時 02分 14分 26分 38分 50分 

11時 00分 12分 24分 36分 48分 15時 02分 17分 32分 47分 

 16時 02分 14分 26分 40分 
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＜徒歩の場合＞ 

西武池袋線「飯能駅」（南口）から 1.6km、徒歩約 30分 

 

 
 

 

 

飯能駅                                                    

サピア飯能                                                    

会場 

（美杉台小学校） 
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3. 会場案内 

 
 

↑図：会場周辺図 

 

会場の美杉台小学校へは、裏門からお入りください。 

正門から入ることは禁止いたします。 

 

 車でお越しの方へ  

第一駐車場から駐車してください。 

第一駐車場がいっぱいになりましたら、役員が第二駐車場に案内いたします。 

 

 バスでお越しの方へ 

バス停の付近の横断歩道を渡って、道路を横断してください。 

第一駐車場                                                    

会場            

（美杉台小学校 体育館）    

大鵬薬品 

（第二駐車場） 

バス停    

飯能駅                                                    
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↑図：会場レイアウト（体育館付近の概略図） 

 

＜会場での注意事項＞ 

・ 体育館内は土足厳禁です。靴は入口にて靴袋に入れてお持ちください。 

・ 会場内のトイレの数に限りがあります。トイレは会場に来る前に、すませておくことをお薦めします。 

トイレは、屋内と屋外に一か所ずつあります。屋外トイレは、体育館内からは入れません。 

・ 女子更衣室は体育館のステージ裏になります。 

・ 飲食については先方のご厚意により体育館内及び周辺で可能です。 

汚さないように注意してください。また、ゴミは各自でお持ち帰りください。 

・ 小学校の敷地内は禁煙です。 
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・ オリエンテーリング参加者は、体育館および屋外トイレ以外への立入りは禁止します。 

グラウンドにも入らないでください。 

・ 本部付近に公式掲示板と速報所を設置します。 

プログラム発行以降の情報は公式掲示板に記載しますので、必ずご確認ください。 

 

・ 館内での物品販売や、大会申込受付は可能です。 

希望される方やクラブの代表者は、本プログラム記載の問合せ先までご連絡ください。 

 

 

＜タイムスケジュール・誘導テープ一覧＞ 

 

タイムスケジュール 誘導テープ一覧 

イベント 時間 区間 テープ 距離/時間 

開場 8:30    

受付 9:00～11:00 会場→スタート 赤 約 1.3km/約 25分 

スタート開始 9:45 競技中 赤白  

スタート閉鎖 12:30 立入禁止区域 青黄            

  
ゴール→ 

計算センター 
黄 約 700m/約 10分 

とん汁販売 12:00～14:00頃    

地図販売 12:30～15:00    

表彰 

（成績確定後） 
14:00頃    

ゴール閉鎖 14:30    

閉場 16:00    

 

※16:00 には会場の体育館を閉めます。 

   



  9 

 

4. 競技 

4.1. 受付 (9:00～11:00) 

＜事前申込＞ 

・ 事前申込の方は会場内で配布物を受け取ってください。 

全クラス 

ナンバーカード 

e-card (レンタルの方) 

バックアップラベル 

コントロール位置説明 

・ my e-card にてお申し込みの方で、当日にお忘れになった方は受付にてお申し出ください。 

レンタル料 300円にて e-card をレンタルいたします。 

・ 本大会では代走を認めます。受付にて代走の申請を行ってください。 

・ 申込不備がある方は、受付にお越しください。（不備のある方は、公式掲示板に記載しておきます。） 

 

＜当日申込＞ 

・ 当日申込のクラス及び参加費は以下の通りです。my e-card の使用は可能です。 

クラス 
距離 

アップ 

優勝設

定時間 

対象 

（目安） 
特色 

参加費 

19歳以上 
18歳以下 

(高校生) 
中学生以下 

玉露 
3.0km 

285m 
35分 A クラス 上級者向け 2,500円 1,500円 500円 

抹茶 
2.6km 

245m 
35分 AS クラス 

上級者向け 

玉露より短め 
2,500円 1,500円 500円 

ほうじ茶 
2.6km 

160m 
35分 B クラス やさしいコース 2,500円 1,500円 500円 

新茶 
1.7km 

65m 

歩いて 

40分 
N クラス 初心者向け 

1 グループ 

300円 

1 グループ 

300円 

1 グループ 

300円 

※e-card レンタルは＋300円 

・ 各クラスの定員に達した場合は、希望のクラスに出場できない場合があります。 

・ 当日申込の方も表彰対象となります。ただし特別表彰対象は事前申込者のみとなります。 

 

＜コンパス貸し出し＞ 

・ コンパスの貸し出しを行います(数に限りがあります)。 希望者は受付に申し出てください。 

・ 貸し出し時に保証金(2,000円)をお預かりします。保証金はコンパス返却時に返金いたします。 

・ 破損や紛失した場合には保証金は返金いたしません。 

・ コンパスは競技終了後、受付に返却してください。 



  10 

 

4.2. 全クラス共通の注意事項 

・ 本部付近に公式掲示板と速報所を設置します。 

プログラム発行以降の情報は公式掲示板に記載しますので、必ずご確認ください。 

・ 民家や畑などの立ち入り禁止区域には絶対立ち入らないでください。 

・ テレイン内には一般のハイカーの方もいらっしゃいます。また、細い小道でのすれ違いが発生する箇所が 

あります。競技中は衝突などに充分注意するようにお願いします。 

・ 長袖、長ズボンでの出走を推奨します。 

・ スパイクシューズの使用を推奨します。テレイン内には滑りやすい急斜面があります。 

・ 途中で棄権する場合も必ずゴールを通過してください。無断で帰宅すると行方不明者として 

捜索対象となります。競技者はゴールを必ず通過する義務があります。 

・ ゴールと計算センターが離れています。ゴール後は速やかに計算センターに行き、e-card の読み取りを行って

下さい。 

・ 他人の e-card が落ちていた時は、持ち帰らずに目立つ場所に置いてください。 

・ けが人、病人の救護救助はすべてにおいて優先するようにお願いします。 

なお、テレイン内には救護・給水所を設置し、係員が待機しています。 

 

4.3. 地図・テレイン・コース 

＜競技形式＞ 

 全クラス：ポイントオリエンテーリング EMIT使用 

 

＜地図＞ 

「飯能美杉台」（ほぼニューマップ。2009年 みちの会作成 「美杉台」 範囲を含む） 

縮尺 1:7,500、等高線間隔 5m、通行可能度 4段階表示、A4横印刷、ビニール袋封入済み 

地図表記 JSOM2007準拠 (新茶クラスは日本語表記を用います) 

※次の特殊記号を使用します。 

 × 小さなほこら、石碑、モニュメント 

 

＜テレイン、コース情報＞ 

飯能市美杉台地区の美杉台公園からあさひ山展望公園一帯の里山がテレインとなります。 

埼玉県に特徴的な里山で尾根が様々な方向に広がっています。 

植生は間伐が行われ整備されたことにより 90%以上が A で表記され非常に見通しのよいテレインです。 

斜面は概して急で滑りやすい箇所も見られるので怪我のないよう競技してください。 

玉露、抹茶は基本的な技術を正確に行うことが求められるコースです。また尾根を何度か横切る設定もあるため

登坂力も求められます。 

ほうじ茶はラインを正確にたどることが求められるコースです。 

スタート地区は非常に展望のよい場所です。天気がよい時は富士山から東京スカイツリーまで展望できます。 

少し早目にスタート地区に行かれ展望を楽しんでからスタートするのもお薦めです。 
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4.4. 競技の流れ（全クラス共通） 

＜新茶クラスの方、初心者の方へ＞ 

受付に「初心者説明」を配置します。 

初心者の方は、スタート前に初心者説明を受けてください。 

その他、スタートやゴールなどで不明な点がありましたら、お気軽に係員までご質問ください。 

 

＜スタートまで＞ 

・ 赤色テープ誘導 約 1.3km 徒歩約 25分です。 

・ e-card とナンバーカード(胸に安全ピンで着用)がない場合は出走できません。 

※新茶クラスにグループで参加する場合は、代表者一名がナンバーカードを着用してください。 

・ ウォームアップは誘導区間内で行ってください。 

・ スタートまでは住宅街を通りますので迷惑にならないよう注意してください。 

・ 防寒着等の輸送は行いません。 

・ e-card のアクティベートは、スタート地区で行います。会場にはアクティベートユニットはありません。 

 

＜スタート＞ 9:45～12:30 

 

3分前 

スタートレーン入口で係員のチェックを受け、e-card をアクティベートし、 

動作することを確認してから、枠に入ってください。 

※e-card が作動しない場合は、係員にお知らせください。 

2分前 枠を進んでください。 

1分前 

さらに枠を進んでください。 

その後、自分のクラスの地図をお取りください。 

ただし、地図はスタート合図まで見ないでください。 

10秒前 e-card をスタートユニットにセットしてください。 

スタート スタート合図と同時に e-card をユニットから離して、スタートしてください。 

スタート→△ スタート枠からスタートフラッグ(△)までは赤白テープ誘導です。 

※ スタート時刻に遅刻した方は、遅刻レーンより係員の指示にしたがってスタートしてください。遅刻の場合、 

競技時間は正規の時刻からスタートしたものとして計算します。 

※ 12:30 にスタートを閉鎖します。これ以降のスタートはできません。 
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＜競技＞ 

・ コントロールは指定された順番に回ってください。 

・ コントロールに到達したら、コントロール番号を確認の上、e-card をユニットにセットしてください。 

間違ったコントロールにセットした場合は、次に正しいコントロールにセットし、その後順番通りに競技を続けて 

ください。 

・ コントロールユニットや e-card に不備があり、通過の証明がとれない場合に、バックアップラベルでの通過判定

を行います。 

・ レンタルの e-card を紛失・破損された場合は、弁償金として 8,500円をいただきます。 

紛失等のないように注意してください。 

・ テレイン内に 1 カ所、救護・給水所を設けます。 

・ 競技時間については 2時間とします。 

競技時間を超えた場合には速やかにゴールに向かってください。 

 

 

＜ゴール＞ 

・ 最終コントロールからゴールまでは赤白テープ誘導です。 

・ ゴールはパンチングフィニッシュです。 

・ ゴール後、協賛のサントリーフーズ株式会社様ご提供の飲料を配布します。 

ペットボトルは各自で持ちかえって処分してください。ゴールから会場までの間に捨てたりしないでください。 

・ ゴールと計算センターが離れています。ゴール後は速やかに会場内の計算センターに行き、e-card の読み取り

を行って下さい。 

・ ゴール後会場まで美杉台公園内を通ります。当日は少年サッカーの大会が行われていますので迷惑に 

ならないよう注意してください。 

・ レンタル e-card の場合、読み取り後に回収します。 

・ 地図の回収は行いません。スタートしていない選手に見せないように注意してください。 

・ コンパスを借りた方は、受付へ返却してください。 

・ ゴール閉鎖は 14:30です。競技の途中でも、必ず 14:30 までにゴールを通過してください。 

ゴール通過が確認できない場合は、行方不明者として捜索対象となります。 

・ 14:30 になりましたら、全コントロールの撤収を開始します。 
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5. その他 

＜地図販売＞ 受付 12:30～15:00 

 全コントロール図、コース図、白図：300円 成績表：300円(後日郵送)  

 

＜とん汁販売＞ 体育館前 12:00～14:00頃（限定 100食）売り切れ次第終了  

 体育館前で、あったかくて、とっても美味しい、とん汁を販売します。 

 一杯 200円です。是非お楽しみに！ 

 

＜表彰＞ 14:00頃 

1. 玉露・抹茶・ほうじ茶クラス 

 成績が確定次第、各クラスの上位 3位、女性及び高校生以下で 1位の方を表彰します。 

特別表彰対象については、当日に公式掲示板で公表します。 

ただし特別表彰者は事前申込者のみ対象とします。 

表彰時にいない場合は、賞品等は後送いたしません。 

 

2. 新茶クラス 

 全員に参加賞を差し上げます。表彰は行いません。 

 参加賞は計算センター通過時にお渡しします。 

 

＜苦情・調査依頼＞ 本部 

 苦情・調査依頼等がある場合は、本部にて所定の用紙にご記入ください。 

 

＜トレイル O＞ 受付 9:00～14:30 

会場で受付を行い、地図とコントロールカードをお渡します。時間内であればいつでも行うことができます。 

コントロールは通常コントロール（プレＯ）とテンポを全部で 6 か所用意します。 

基本的に自己採点、自己計時です。  

参加費は 1口 100円以上でお願いします。 

WTOC日本選手団へのカンパもよろしくお願いします。 
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入間市オリエンテーリングクラブの紹介 

 入間市オリエンテーリングクラブは埼玉県入間市を中心とした地域クラブで、今年で 39周年を迎えると

ても歴史の古いクラブです。 

 今では幅広い年齢層の会員が約 60 名、エリートから楽しみで歩いている人まで、層の厚さ、大会参

加者数の多さなど、埼玉で最も活発なオリエンテーリングクラブの一つです。 

 

 クラブ大会を定期的に主催し、クラブカップ 7 人リレーでは入賞を目標とし、練習会や合宿の開催など、

オリエンテーリングクラブとしてきっちりした活動を行っています。 

 また、埼玉県オリエンテーリング協会および入間市体育協会に加入し、組織の一員としての役割も担っ

ています。 

 

 でも、いるまは、競技志向というより「楽しさ」を大切に思っているクラブです。 

 特徴といえば、なんといっても年齢の隔てがなく仲がいいこと、そしてオリエンテーリング以外でも、スキー・

登山・駅伝・飲み会等企画が多いことでしょう。 

 

アウトドアスポーツを楽しみたい方、楽しい酒を飲みたい方。まずは遊びにきてください！ 

一度、入間市 OLC のサイトをご覧ください。下の写真のような面々がお迎えします。 

 

★入間市 OLC のサイト：http://www.orienteering.com/~iruma/ 

http://www.orienteering.com/~iruma/
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 深い香りと 鮮やかなみどり お茶はやっぱり 

田代園 
入間市 国道１６号沿い、大会帰りに気軽にお寄りください 

 

 


