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第 14回 茶の里いるまオリエンテーリング大会 in秩父 

要項（第 2.0版） ～春は茶の里いるまから～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日：2017年 4月 16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、秩父市教育委員会、小鹿野町教育委員会 (申請予定) 

NPO法人埼玉県オリエンテーリング協会 

協賛：梁山泊 

場所：埼玉県秩父市、小鹿野町 

会場：秩父ミューズパーク 野外ステージ (埼玉県秩父郡小鹿野町長留 2518) 

トップスタート：10:30～ 

アクセス： 

自動車 
・圏央道 狭山日高 IC から国道 299号を秩父方面へ約 45km、約１時間 10分 

・関越自動車道 花園 ICから国道 140号を秩父方面へ約 34kｍ、約 50分 

公共交通機関 

・西武秩父駅または秩父駅から路線バスに乗車、約 25分 

※路線バスの本数が少ないため、バスの臨時便を設定しました。 

※申込時に交通手段と前日宿泊について必ず記入してください。 

(公共交通機関を利用する人はスタート時間を配慮します) 

※参考情報 (最新の時刻表をご確認ください) 

電車 バス 

西武池袋駅 発 西武秩父駅 着 西武秩父駅 発 

7:05 8:49 
9:10 (臨時便) 

7:30 8:52 

7:40 9:12 9:25 (路線バス) 

8:05 9:48 
10:10 (臨時便) 

8:30 9:52 

 

競技情報 
 使用地図：新規地図 (縮尺 1:10,000、等高線間隔 5m、通行可能度 4段階、B4印刷) 

 競技形式：ポイントオリエンテーリング、パンチングシステム：EMIT（全クラス共通） 

 クラス分け：5 クラス、特徴、対象(目安)を参考にして、エントリーしてください。 

 

クラス 優勝設定時間 特徴 対象(目安) 

玉露 60分 エリート向け ME, WE, M21A 

煎茶 40分 上級者向け M21～45A, W21～35A 

抹茶 30分 上級者向け、短めのコース M50～65A, W40～55A 

ほうじ茶 30分 やさしいコース M70A～, W60A～, B クラス 

新茶(初心者) ― 初心者でも安心して楽しめます 初心者（N クラス） 

※表彰対象は各クラスの上位 3名です。当日申込は表彰対象外です。 

 また、特別表彰を申込状況により決定します。 

地図の一コマ 

入間市 OLC×NishiPRO 本格派山岳テレイン開発 

積年暖めていた、秩父の完全ニューマップ！ 

・ 武甲山、秩父市街を一望の高台。テレイン内に人家、車道ほとんどなし 

・ 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 

・ 初心者から上級者の方まで 5 クラスを用意。新歓にも最適。中学生以下 500円 

・ 入賞者以外にも特別表彰で賞品を獲得できるチャンスがアップ 
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参加費 
1. 玉露・煎茶・抹茶・ほうじ茶 

 19歳以上 18歳以下(高校生) 中学生以下 

Web エントリー 3,300円 1,800円 

500円 郵送申込 3,500円 2,000円 

当日申込 4,000円 2,000円 

 

※ e-card について、マイカードを使用する場合は－300円です。中学生以下はマイカードの割引はありません。 

※ プログラムを郵送する場合は+300円です。 

※ 2017/3/18 インカレミドル選手権クラスの優勝者を、お好きなクラスに無料で招待します。 

システムの都合上、通常に申込していただき、大会当日に受付にて返金させていただきます。 

 

2. 新茶(初心者) 

個人または 1 グループ：300円 (e-card のレンタル料を含む) 

 

※ e-card について、マイカードの割引はありません。 

※ プログラムを郵送する場合は+300円です。 

 

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

また、コンパスの貸し出しを行います。 

 

 

申込方法(全クラス共通) 

申込締切日：2017年 3月 27日(月) 消印・送信日有効 
※参加費の支払いに関しても、申込締切日までに完了するようにお願いします。 

 

1. Webエントリー（Japan-O-entrY） 

（1） 以下のサイトにて、必要事項を記入してお申込みください。複数人の申込(団体申込)が可能です。 

https://japan-o-entry.com/ 

（2） 支払方法 

参加費は上記サイトの記載にしたがって、NishiPRO口座にお振込ください。 

Web エントリー後、一定期間を経過しても参加費の支払いがない場合、やむを得ず申込を取り消します。 

 

2. 郵送申込 

（1） 申込方法 

申込用紙に必要事項を記入のうえ、「郵便」にてお送りください。 

 郵送先：〒328-0002 栃木市惣社町 604-6 国府郵便局留め 大塚 歩(大会申込係) 

 

（2） 支払方法 

参加費は以下のどちらかの口座へお振込ください。振込手数料は各自でご負担ください。 

 郵便振替口座 口座番号：00110-3-485965 加入者名：渡部裕美子(ワタナベユミコ) 

 銀行口座 ゆうちょ銀行、〇一九店（019）、当座 0485965、渡部裕美子(ワタナベユミコ) 

 
3. 当日申込 

大会当日に受付までお越しください。 

地図枚数の関係上、希望のクラスに参加できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

https://japan-o-entry.com/
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   長尾根の針葉樹         高原風の広葉樹・オープン              大会会場 

 

宿泊情報 
 

宿泊先 Web サイト / 場所 電話番号 

梁山泊 

http://www.rzp.co.jp/ 

〒368-0103 埼玉県秩父郡小鹿野町般若 260 

駅からの送迎、大会会場への送迎、小鹿野春まつりへの送迎が可能です 

予約時に大会参加者であることをお伝え下さい 

0494-75-2654 

PICA秩父 
http://www.pica-resort.jp/chichibu/ 

〒368-0053 埼玉県秩父市久那 637-2 秩父ミューズパーク 内 
0555-30-4580 

その他 

(観光協会) 

http://www.chichibuji.gr.jp/  秩父観光協会 

http://www.kanko-ogano.jp/ 小鹿野両神観光協会 
－ 

 

お花見情報 
大会当日の 4月 16日は「花の長瀞 あの岩畳」と秩父音頭にも歌われた長瀞の桜が、荒川の清流とともに見頃

な時期と予想されます。武甲山、美の山、羊山公園、秩父札所巡りなど観光名所も多く、大会前日に宿泊をする

のもおすすめです。 

 

お祭り情報 
大会前日の 4月 15日に「小鹿野春まつり」が開催される予定です。ぜひお出かけください。 

お祭りの参考サイト：http://suriganenohibiki.web.fc2.com/ogano.html 

 

問い合わせ先 
・ E-mail： chanosato.taikai@gmail.com 

・ 携帯電話：090-9971-7693 (大塚) 

※大会当日など緊急の場合を除いて、E-mail の問い合わせをお願いします。 

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

 

注意事項 
・ 会場内で物品販売はできませんので、ご了承ください。 

・ 要項は予告なく変更することがあります。 

要項を変更した場合は入間市 OLC のサイトにアップします。 

・ 主催者が参加者の安全を十分確保できないと判断した場合には、大会を中止します。 

その際、参加費の返還は行いません。 

・ スポーツ傷害保険には主催者側でも加入しますが、各自においても十分な備えをお願いします。 

・ 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。 

・ 民家や畑などの立ち入り禁止区域には絶対に入らないでください。 

・ 自分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。 

・ 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 2017年 4月 9日(日)までに公開予定です。 

幅広い顔を持つテレイン。明瞭な尾根沢～微地形まで 
通行可能度はどこも抜群！ 春の風を感じる野外ステージ 

http://www.rzp.co.jp/
http://www.pica-resort.jp/chichibu/
http://www.chichibuji.gr.jp/
http://www.kanko-ogano.jp/
http://suriganenohibiki.web.fc2.com/ogano.html
mailto:chanosato.taikai@gmail.com
http://www.orienteering.com/~iruma/
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第 14回 茶の里いるまオリエンテーリング大会 郵送申込用紙 
 

ふりがな  

所属クラブ  
氏名  

性別 男 ・ 女 生年月日 西暦       年    月    日 

住所 

〒 
 

 

 

Ｅ-mail  

電話番号  駐車券 要 ／ 不要 

交通手段 自動車(運転) ／ 自動車(同乗) ／ 公共交通機関 

前日宿泊 宿泊する ／ 宿泊しない 

 

参加クラス 玉露 ／ 煎茶 ／ 抹茶 ／ ほうじ茶 ／ 新茶 円 

マイカード使用(－300円) 
e-card レンタル：  要 ／ 不要 

マイカード番号： 
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 郵便振替 ／ 銀行振込 

 

郵送申込の参加費 

玉露・煎茶・抹茶・ほうじ茶 
19 歳以上は 3,500 円、18 歳以下(高校生)は 2,000 円、中学生以下は 500 円 

中学生以下はマイカードの割引はありません 

新茶 個人または 1 グループ 300 円、マイカードの割引はありません 

 

新茶クラスの場合、以下の備考欄にグループ全員の氏名・性別・年齢をご記入ください 

備考 

(特記事項) 
 

 


