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1．大会概要 

開催日  2019 年 4 月 21 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 

協賛  小川町総合福祉センター パトリアおがわ 

  小川和紙センター 窪田紙業有限会社 

  帝松 松岡醸造株式会社，株式会社 田代園 

後援  NPO 法人埼玉県オリエンテーリング協会，入間市教育委員会 

  小川町，小川町教育委員会，ときがわ町，ときがわ町教育委員会 

出店協力 そば処 更科，餃子屋一栄 

会場   小川町総合福祉センター パトリアおがわ 生きがいホール 

 

 

2．ごあいさつ 

 茶の里いるまオリエンテーリング大会にお申込いただき，誠にありがとうございます。第 16 回

目となる今回大会は，埼玉県小川町・ときがわ町に跨がるテレイン「和紙のふるさと」を NishiPRO

様協力のもと，27年ぶりにリメイクして大会を開催できる運びとなりました。 

  

 テレイン名にも冠しているように，会場周辺の小川・東秩父地域は平安時代より実に 1,000 年以

上の長きにわたり良質な和紙の産地として知られてきたエリアです。加えて，清らかな水と安定し

た気候，肥沃な土地という恵まれた環境を活かした農業や日本酒の製造も今日にわたって盛んです。

今回は参加者の皆様に楽しんでいただける大会づくりはもちろんのこと，“地域への貢献”もひとつ

のテーマとして据え，複数の地元企業様から協賛をいただいての開催となります。賞品には地場産

品をふんだんに取り揃えましたので，参加者の皆様は上位の成績を目指して健闘いただければと思

います。また，帰り際には是非，地元の酒蔵や商店などに寄り道いただいて小川・ときがわの魅力

を存分にお楽みいただけますと，私どもとしましても嬉しい限りです。 

  

 末筆ではございますが，開催にあたり協賛いただいた小川町総合福祉センター パトリアおがわ

様・小川和紙センター 窪田紙業有限会社様・帝松 松岡醸造株式会社様・株式会社 田代園様，後援

いただいた小川町・ときがわ町・小川町教育委員会・ときがわ町教育委員会・入間市教育委員会の

各団体様にこの場をお借りして厚くお礼を申し上げ，ご挨拶とさせていただきます。 

 

実行委員長   嵯峨 駿佑 
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3．タイムテーブル 

16:00   （大会中止の場合）入間市ＯＬＣのホームページ，オリエンティアメーリ

   ングリストおよび公式 Twitter にて公表 

 

19:00   開場 

19:00～11:00  受付 

19:00～15:00  キッズスペース開放 

 

10:30   トップスタート 

12:30   スタート閉鎖 

 

10:00～14:00  キッズO 受付 

12:30～14:00  エクストラコース受付 

12:30～14:00  トレイルO 受付 

12:30～14:00  新茶クラス 2 本目受付 

 

13:45   どつぼり先生のルート検討会 

14:15   OK-league 表彰式 

14:30   茶の里大会表彰式 

 

15:00   フィニッシュ閉鎖 

 

16:30   会場閉鎖 

 

 

 

茶の里いるま大会実行委員長 撮影 
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4．アクセス  

会場：小川町総合福祉センター パトリアおがわ（〒355-0327 埼玉県比企郡小川町腰越 618） 
 

 

 

4.1．公共交通機関でお越しの場合 

東武東上線・JR 八高線「小川町駅」より 3.5㎞（徒歩 45分） 

イーグルバス「白石車庫」または「和紙の里」行きに乗車 「パトリアおがわ」で下車（7分） 

または 大会専用バスに乗車（7 分） 

 

・大会専用バスをご利用の方は，乗車前に役員に片道運賃 200円（小学生は 100 円）をお支払 

 いください。 

・路線バスをご利用の方は，片道運賃として現 

 金 220 円をお支払いください。交通系ＩＣ 

 カードは利用できません。 

・大会当日は開催地付近で大規模なイベントが 

 開催される予定のため，小川町駅および公共 

 交通機関は混雑が予想されます。ご注意くだ 

 さい。 

地図データ：Googlemap 
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 ＜バス 時刻表＞ 

往路 小川町駅 発車時間 復路 パトリアおがわ（会場） 発車時間 

 ８： 35 14： 00，15，30 

 ９： 12，15，44，55 15： 37，40（2 台） 

10： 14，35，48 16： 30，37 

 ※赤字：大会専用バス 

 

4.2．自家用車でお越しの場合 

関越自動車道「嵐山小川 IC」から約 15 分，または「花園 IC」から約 20 分 

 

駐車場は 2か所あり，120 台収容できます。道路を挟んだ場所の駐車場①（90 台），および川を

挟んだ場所の駐車場②（30 台）をご利用ください。会場目の前の駐車場はご利用いただけません。 
 

会場に到着しましたら，まずは駐車場①へご案内いたします。役員の指示に従い奥から詰めて駐車

してください。駐車場①が満車になりましたら駐車場②へご案内いたします。 
 

※駐車券の配布は行いません。 

 

 

 

駐車場① 

90 台 

駐車場② 

30 台 

使用禁止 

至小川町駅 
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5．会場案内 
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〈飲食店 出店案内〉 

・そば処 更科：そば・うどん類 

 B 級グルメにも出品した「もつ煮込みうどん」が食べられます！ご賞味あれ！ 

・餃子屋 一栄：餃子，ホルモン串，飲料（ビール含む） 

 レース直後の最高の一杯をどうぞ（酒気帯び運転は絶対ダメです）。売切れたらごめんなさい！ 

 皆さま奮ってご利用ください！！ 

 

〈注意事項〉 

・ホール内は飲食禁止です。施設内にある飲食スペースもしくは屋外をご利用ください。 

・荷物は参加者スペース内に置いてください。スペースには限りがありますので，譲り合ってご利 

 用ください。 

・ホール内は土足厳禁です。靴は入口にて靴袋に入れてお持ちください。 

・施設内で使用できるトイレの数には限りがあります。時間に余裕を持ち，指定の場所のみのご利 

 用をお願いいたします。 

・プログラム発行後以降の情報は公式掲示板にて掲載いたします。必ずご確認ください。 

・パトリアおがわは一般の方も利用されます。迷惑にならないようにご配慮ください。 

・会場内には浴室がございますが，スペースには限りがあり一般の利用客も多いため，ご利用の際 

 はご配慮をお願いいたします。 

 

〈テープ誘導〉 

区間 テープの色 距離，所要時間 

駐車場① → 会場 － － 

駐車場② → 会場 緑 0.4 km，2 分 

会場 → スタート 赤 2.2 km，40 分 

フィニッシュ → 会場 青 → 赤 1.4 km，25 分 

競技中 赤白 － 

立入禁止区域 青黄 － 
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6．受付 

◆事前申し込みの方 

・ホール入口にて配布物を受け取ってください。封筒に E-card（レンタルの方のみ），バックアッ 

 プラベル，ナンバーカードが入っています。 

・マイ E-card を忘れた場合や番号を変更する場合は，受付にて E-card変更を行ってください。 

 当日レンタルする場合は 300 円をお支払いください。 

・代走を希望する方は，受付にて代走受付を行ってください。 

・申し込み内容に不備のある方は公式掲示板にて連絡いたします。受付までお越しください。 

 

◆当日申し込みの方   受付 9:00～11:00 

・受付にて参加受付をしたのち，参加費をお支払いください。クラスは事前申し込みと共通です。 

 マイ E-card は使用できません。 

・当日申し込みの枠には限りがあります。定員に達  

 したクラスから申し込みを締め切らせていただき 

 ますので，あらかじめご了承ください。 

・当日申し込み者は表彰対象外です。 

・当日申し込み者は，参加されるクラスの事前申し 

 込み者のスタートが終わってからの時間でスター 

 トを割り振ります。 

 

◆コンパス貸出 

・希望者は受付に申し出てください。なお，貸出数には限りがございます。 

・貸出時に保証金として 2,000 円をお預かりします。保証金はコンパス返却時にお返しします。 

・貸出コンパスを破損または紛失した場合には，保証金はお返しできません。 

・貸出コンパスは競技終了後，受付にてご返却ください。 

 

◆オリエンテーリング初心者の方 

・初心者説明員がおりますので，スタート前に説明を受けて下さい。 

・競技全般に関して不明な点がありましたら，お気軽にご質問ください。 

・すでに新茶クラスを走り終えた人や他のクラスを走った人も，新茶クラスで 2本目の出走ができ 

 ます。新茶クラスの復習，レースの付き添いとしてご利用ください。 

当日申し込み 参加費 

一般 4,000 円 

高校生 2,000 円 

中学生以下 1,500 円 

新茶クラス 500 円/チーム 
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7．競技情報 

7.1．地図・テレイン・コース 

◆競技形式  

 ポイントオリエンテーリング（EMIT 社製電子パンチングシステムを使用） 
 

◆使用地図  

 「和紙のふるさと（仮題）」（旧図：和紙のふるさと（1992 年埼玉県協会作成）） 

 NishiPRO，入間市オリエンテーリングクラブ 2019 年リメイク 

 ISOM2017 準拠，等高線間隔 5 m，走行可能度 4 段階表示 
 

 ※次の特殊記号を使用します。 

    ほこら・電気設備 

    ケルン・石碑・石仏 

    小さなほだ場（キノコ栽培地） 

    墓地 
 
 
 

◆テレイン・コースプロフィール 

 本大会で使用される「和紙のふるさと」は，埼玉県比企郡小川町・ときがわ町にまたがり，雷電

山の北側に広がる山塊より構成されています。本テレインは，比較的急峻な尾根沢が入り組み走行

可能度が低下する北部と，走行可能度の高い爽快な片斜面が広がる南部の 2 エリアに分かれていま

す。テレイン内には主要道が通っているほか，小径や林道が発達している箇所も存在します。テレ

イン東部には雀川ダムが位置しており，クラスによっては壮大なダムを望みながら走ることが可能

です。 

 27 年ぶりに生まれ変わった本テレインには様々な顔が存在しており，競技ではその目まぐるしい

変化への柔軟な対応力が問われます。思い切ったルートチョイス，発達した小径の的確な処理，地

形に惑わされない正確な直進，藪や斜面に耐える気合など，様々なオリエンテーリングの要素が求

められる一方，爽快に駆け抜けることのできる斜面や尾根もあり，見た目以上に爽快なコースに仕

上がっています。平成締めくくりのオリエンテーリングを存分にお楽しみください。 

 なお，テレイン内には多数の立ち入り禁止区域が存在し，主要道には車の通行がありますので，

十分注意して競技を行ってください。 
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◆コース情報 

 ※一部のクラスの距離・優勝設定時間が要項 2 より変更されています（赤字で表記）。ご了承ください。 

 

7.2．競技の流れ 

◆スタート 

 ・会場からスタート地区までは，赤色テープ誘導にて徒歩 40 分（2.2 km）です。 

 ・スタート地区に向かう前に，ホール出口のアクティベートユニットにて E-cardの動作確認を 

  行ってください。E-card が動作しない場合は受付までお越しください。 

 ・E-cardとナンバーカードを着用していないと出走できません（新茶クラスでのグループ出走で 

  は，代表者がナンバーカードを着用してください） 

 ・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は可能です。 

 ・ウォームアップは会場からスタート地区までの誘導区間で行ってください。 

 ・防寒着等の輸送は行いません。 

 ・スタート地区に水を用意しますが，量に限りがあります。ご了承ください。 

 

 

 

 

 距離 登距離 縮尺 優勝設定時間 難易度の目安  

玉露 6.3 km 515 m 1:10,000 60 分 ME，M21A  

煎茶 4.7 km 375 m 1:10,000 50 分 
M21AS，M35A 

WE，W21A 
 

抹茶 3.4 km 280 m 1:10,000 50 分 

M18 - 20A 

M40 - 50A 

W35 - 40A 

 

烏龍茶 2.9 km 240 m 1:10,000 40 分 

M15A，M55A - 

W18 - 20A 

W45A - 

 

ほうじ茶 2.0 km 130 m 1:7,500 40 分 W15A，B  

新茶 2.1 km 140 m 1:7,500 ― N  
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3 分前 
役員がナンバーカードと E-cardの確認を行います。その後，案内に従って

E-card の動作確認を行ってください。 

2 分前 
出走クラスのレーンに入り，コントロールの位置説明表をお取りください。 

コントロール位置説明表は 160 × 60 mm を超えない大きさです。 

1 分前 
地図箱から地図をお取りください。地図はスタートの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 
合図とともにスタートしてください。スタートフラッグまでは赤白テープ誘

導に従って進んでください。 

 ※スタート時刻に遅刻した方は，役員の指示に従って遅刻枠から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。 

 

 

スタート地区概略図    ：スタートユニット，アクティベートユニット 

 

 

 

 

 

 

 

進

行

方

向 
デフ デフ デフ デフ 



- 11 - 

 

 

◆競技中 

 ・コントロールは地図に指定された順番に回ってください。 

 ・コントロールに到着したら，コントロール番号を確認し，E-card をユニットにパンチしてくだ 

  さい。誤ったコントロールにパンチした場合でも，正しいコントロールにパンチし直せば通過 

  が認められます。 

 ・コントロールユニットや E-card の不具合により電子記録が残っていない場合，バックアップ 

  ラベルで通過判定を行います。 
 

 ・テレイン内に救護所，給水所を設置します。 

 ・クラスによっては，競技中に主要道を横切るルートがあります。周囲の安全を確認し，注意し 

  て横断してください。 

 ・テレイン内で怪我人や病人を発見した場合は，救護・救助を最優先していただきますようお願        

  いいたします。万一の場合には，テレイン内をパトロールしている役員やスタート・フィニッ 

  シュの役員等に救助を求めてください。 

 ・民家や畑などの立ち入り禁止区域には絶対に立ち入らないでください。 

 ・競技時間は 150 分です。競技時間を越えた場合は失格となります。 

  競技時間を越えそうな場合は，速やかにフィニッシュに向かってください。 

 

◆フィニッシュ 

 ・最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導です。 

 ・フィニッシュはパンチングフィニッシュです。E-card をフィニッシュユニットにパンチしてく 

  ださい。 

 ・地図回収は行いません。スタートをしていない選手には地図を見せないでください。 

 ・フィニッシュから会場までは，青色テープ誘導にて徒歩 25 分（1.4 km）です。途中で赤色テ 

  ープ誘導に合流します。 

 ・会場に戻り次第，計算センターにて E-cardの読み取りを行ってください。レンタル E-card      

  は読み取り後にそのまま回収いたします。 

 ・フィニッシュ閉鎖は 15:00 です。競技の途中でも 15:00までにフィニッシュを通過してくだ 

  さい。 

 ・途中棄権する場合でも，必ず E-cardを計算センターに提出してください。計算センターで確 

  認できない場合，未帰還者として捜索の対象となります。 

 

◆調査依頼 

 ・調査依頼は，受付にて所定の用紙にご記入ください。 



- 12 - 

 

 

 

松岡醸造株式会社 

〒355-0326 埼玉県比企郡小川町大字下古寺 7-2   TEL 0493-72-1234 (9:00～17:30) 

HP URL https://www.mikadomatsu.com      直売店営業時間 9:30～17:00 

 

【大会参加者様の特典】 

大会当日に大会地図を持参してご来店された方には、酒類のご購入に限り、５％引き

となります。 

 

tel:0493-72-1234
https://www.mikadomatsu.com/
http://www.mikadomatsu.com/commitment.html
http://www.mikadomatsu.com/images/common/map.jpg
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8．会場イベント 

◆地図販売，成績表 

・全コントロール図 

・コース図   500 円 

・白図 

・成績表：300 円（後日郵送いたします） 

 

◆キッズスペース   9:00～15:00 

 小さなお子様のいるご家族のためにキッズスペースを設置いたしました。自由にお使いいただけ

る遊具や，お昼寝用のマットなどを用意しております。お気軽にご利用ください。 

 ※専任のスタッフがおりますが保育士ではありません。各自の責任でご利用ください。 

 

◆キッズO   受付 10:00～14:00 

 小さなお子様向けにキッズオリエンテーリングコースを用意しております。参加は無料で，完走

されたお子様にはささやかな賞品もございます。優しいお姉さんたちがゲームを交えながら指導し

てくれます。 

 

◆エクストラコース 受付 12:30～14:00 

 本大会のコースだけでは物足りないという貴方に、ハチャメチャなコースが待っている！？ 昨年

度に引き続きエクストラコースを用意しました。受付にて 100円を支払い、地図を受け取ってくだ

さい。スタートまでは地図を見ながら向かってください（1.1 km, 20分）。 

 フィニッシュ閉鎖は本大会と同様 15:00 です。 

 

◆トレイル O 体験   受付 12:30～14:00 

 会場すぐ横でトレイル O に挑戦してみませんか。いろいろな大会でやっているのを見たことはあ

るけれど，実際に参加したことはないなぁという方，この機会に是非どうぞ！  
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◆新茶クラス 2 本目出走   受付 12:30～14:00 

 新茶クラス限定で，2本目の出走が可能です。他のクラスを出走した方も参加できますので，初

心者の付き添いとしてご利用ください。ご希望の方は受付までお越しください。地図が追加で必要

な場合は，300 円/枚でお渡しいたします。計時は行いませんが，フィニッシュ閉鎖の時刻は共通

です。終了後は，受付にて終了した旨をご報告ください。 

 

◆上位者のルート掲示 

 上位者のルート掲示を予定しております。該当者にはお声がけいたしますので，ぜひルート記入

にご協力ください。 

 

◆どつぼり先生のルート検討会   13:45～ 

 恒例となったルート検討会を今年も開催いたします！愉快な

生徒も加わり，パワーアップしているとかいないとか・・・?? 

今年も上位入賞者をゲストに招き，楽しい授業を行います。ご期

待ください！ 

 

◆OK-league 表彰式   14:15～ 

 2018 年度のOK-league 表彰式を本大会にて行います。ぜひお集まりください。 

 

◆茶の里大会表彰式   14:30～ 

・玉露，煎茶，抹茶，烏龍茶，ほうじ茶 

 事前申し込み者の中から各クラス 1～3 位，女性 1 位，高校生 1位，中学生 1 位を表彰します。 

・新茶クラス 

 上位 3 チームを表彰します。また，全てのチームを対象に参加賞がありますので，レース後にお 

 受け取りください 
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9．注意事項 

◆大会の中止 

 当日に荒天などで大会が中止になる場合，朝 6 時までに入間市OLCのホームページ，オリエン

ティアメーリングリスト，公式 Twitter にて連絡いたします。また，下記の問い合わせ先にて対応

いたします。参加費の返金はできかねますので，ご了承ください。 

 

◆問い合わせ先 

当日連絡先：090-6456-0881（実行委員長 携帯電話） 

大会アドレス：chanosato2019◆gmail.com  ※◆を＠に変換してご利用ください。 

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

Twitter アカウント：＠IrumaOLC （ https://twitter.com/IrumaOLC?s=17 ） 

 

◆その他 

・本大会では，会場内でのコンパスや O シューズ等物品の販売が一切できかねますのでご 

 注意ください。 

・本大会で使用する地図を第三者に譲渡することはお控えください。また，個人情報が記載されて 

 おりますので，SNSをはじめとしたインターネット上にアップする際はご注意ください。 

・スポーツ障害保険には主催者側でも加入いたしますが，各自で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（駐車場内での事故を含む），貴重品の盗難に 

 ついては，主催者側では一切責任を負いません。 

・忘れ物の保管期限は 5 月 31 日までとし，それ以降は処分させていただきます。 

・大会出場中の映像，写真，記録，参加者の氏名などに関するメディア（テレビ，新聞，雑誌，イ 

 ンターネット等）への掲載権および肖像権は，主催者側に属するものとします。 

・レンタル E-card を破損・紛失した場合には，弁償金として 8,500 円をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orienteering.com/~iruma/
https://twitter.com/IrumaOLC?s=17


- 16 - 

 

 

10．大会役員 

実行委員長 嵯峨 駿佑 

競技責任者 猪俣 祐貴 

コース設定 猪俣 祐貴 

運営責任者 小泉 知貴 

渉外責任者 新井 和彦，小島 由幸 

地図責任者 水嶋 孝久，粂 潤哉 

 

木村 耕平 新 隆徳 新 桂子 石神 愛海 石野 夏幹 井上 博人 

井上 昌樹 宇井 賢 植松 彩 植松 裕子 上松 遼 海野 忠秋 

海野 とみ子 浦野 弘 榎 智弘 海老沢 正 大塚 弘樹 岡野 仁美 

奥山 景得 小野澤 清楓 加藤 伶子 川野 貴司 木村 知子 木村 治雄 

久保田 優 小泉 佳織 小林 二郎 沢田 近子 沢田 めい 清水 俊祐 

清水 伸好 清水 容子 白石 達也 渋谷 泰樹 鈴木 彩心 鈴木 美紀 

須藤 馨 須藤 友絵 須藤 元 高野 由紀 田島 三郎 田中 博 

田中 洋子 田村 直登 丹藤 信二 長縄 美春 中堀 剛 成田 美奈子 

野口 章江 野口 真那 野口 真優 服部 早苗 平島 勝彦 細淵 晃平 

堀口 奈保 増田 健也 水嶋 竜也 水嶋 直子 森田 祐子 森谷 風香 

村山 友梨 山本 梨乃 弓削田 槙一 渡辺 加与美 渡部 裕美子 
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◆入間市オリエンテーリングクラブへようこそ 

 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 43 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 100 名，楽しみで歩いている

人からエリートまで，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

クラブのひとつです。 

 クラブ大会を定期的に開催し，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とした活動を行っております。また，埼玉県オ

リエンテーリング協会と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。 

 しかし，入間市 OLC は競技志向というよりは「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・飲み会などの企画が多いで

す。 

 アウトドアスポーツを楽しみたい方、楽しいお酒を飲みたい方。まずは

遊びにきてください！ 

  

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

   Twitter アカウント：＠IrumaOLC （ https://twitter.com/IrumaOLC?s=17 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orienteering.com/~iruma/
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