
第 17回 

茶の里いるまオリエンテーリング大会 
要項第 2弾 

 

◎大会概要 

開催日  2020年 5月 3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  NPO法人埼玉県オリエンテーリング協会 

  日高市、日高市教育委員会 

  毛呂山町、毛呂山町教育委員会 

  入間市、入間市教育委員会（申請予定） 

開催地区 埼玉県日高市・毛呂山町 

会場   日高市文化体育館 

アクセス  〇 自家用車でお越しの場合 

関越自動車道「鶴ヶ島 IC」から約１６分，または圏央道「圏央鶴ヶ島 IC」から約１２分 

〇 公共交通機関でお越しの場合 

JR川越線・八高線「高麗川駅」より 1.9㎞（徒歩２４分） 

バス「埼玉医大」または「埼玉医大国際医療センター」行きに乗車 

「日高市役所入り口」バス停下車後 0.8㎞（徒歩１０分） 

 （西武池袋線 飯能駅、西武秩父線 高麗駅からも同じバスが出ています） 

   

◎大会役員 

実行委員長 嵯峨 駿佑  

競技責任者 佐藤 遼平  

コース設定 佐藤 遼平  

運営責任者 細淵 晃平  

 

◎大会の魅力 

① あの「白銀平」を拡大リメイク中！ 新エリアを含んだコースに乞うご期待！ 

② 毎年恒例のユニークなクラスで老若男女問わず楽しめます！ちょっと背伸びをしてみるのも良し， 

   ゆる～くオリエンテーリングを楽しむのも良し，楽しみ方は人それぞれです！ 新歓にもうってつけ！！ 

③ さらに、本大会ではオリエンテーリングに挑戦したいトレイルランナー向けのクラスもご用意しています！ 

④ 新入会員には特典もあります！ この機会にぜひ入間市OLCへ！ 

 

 



◎競技情報 

使用地図 「白銀平」 入間市オリエンテーリングクラブ 2020年リメイク 

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

競技形式 ポイントオリエンテーリング（EMIT社製パンチングシステムを使用） 
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   ※１ 新茶の優勝設定時間は個人競技の場合のものです。 

   ※2 申込者多数の場合，コースを複数に分ける可能性があります。 

   

クラス解説 次項に記載（付録付き） 

  日本オリエンテーリング協会が作成した「オリエンテーリング指導教本」をクラス解説の

  参考にしています。下記リンクよりご覧ください。 

  http://www.orienteering.or.jp/archive/leader/text4.pdf 

 

表彰対象 各クラス上位 3名（当日申し込みは表彰対象外です） 

  また，申込状況によっては特別表彰もご用意いたします。 

 

 

 

 

 

 優勝設定 距離の目安 縮尺 難易度の目安  

玉露 50分 5 km 1:10,000 ME，M21A  

煎茶 40分 3 - 4 km 1:10,000 
M21AS，M35A 

WE，W21A 
 

抹茶 40分 3 km 1:10,000 

M18 - 20A 

M40 - 50A 

W35 - 40A 

 

烏龍茶 35分 2 - 3 km 1:10,000 

M15A，M55A - 

W18 - 20A 

W45A - 

 

ほうじ茶 35分 2 km 1:7,500 W15A，B  

玄米茶 50分 4 km 1:10,000 N  

新茶 30分 1 - 2 km 1:7,500 N  

http://www.orienteering.or.jp/archive/leader/text4.pdf


クラス解説 

玉露   長めのミドルテイストコース。技術的かつ体力的に高度なレベルが求められます。 

   オリエンテーリング教本レベル 6に相当。 

煎茶   玉露クラスよりやや短めのミドルテイストコース。玉露クラスほどタフさはないものの、技術、体 

   力ともに高いレベルが求められます。オリエンテーリング教本レベル 6に相当。 

抹茶   煎茶クラスよりさらに短めながら、ナビゲーションには高い技術が求められます。 

   オリエンテーリング教本レベル 5－6に相当。 

烏龍茶   要求する体力水準は低めながら、確実なナビゲーションスキルが求められます。 

   オリエンテーリング教本レベル 5に相当。 

ほうじ茶   体力・技術的要求は低めながら，基礎的なオリエンテーリング能力が求められます。 

   オリエンテーリング教本レベル 3－4に相当。 

玄米茶   オリエンテーリング経験は少ないながらも、体力には自信のあるトレイルランナーの方などを対 

   象とするクラスです。コース難易度は概して控えめ。OMM対策などにどうぞ。 

新茶   線状特徴物を辿ることがメインの課題になる初心者向けのコースです。 新歓など，オリエンテ

   ーリングの導入におすすめです。 

 

 

【付録】 あなたにぴったりのコースはこれだ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉露 

煎茶 

抹茶 
烏龍茶 

競技歴が長い 

新茶 

ほうじ茶 

玄米茶 

新歓に使いたい 

体力に自信がある 迷ったら玉露 

ゴリゴリに走りたい 
難しいコースに 

挑戦したい 



◎参加費 

 事前申し込み 当日申し込み E-card レンタル  プログラム郵送 

一般 3,500円 4,５00円 

30０円 

※事前のみ 

300円 

大学生 3,000円 4,000円 

高校生 1,500円 2,000円 

中学生 1,０00円 1,500円 

新茶（個人） ５００円 
－ 

新茶（グループ） 1,000円/グループ 

 

※ 新茶クラスは E-cardの無料レンタルを行います。 

※ 当日申し込みでのマイ E-cardの利用はできません（レンタル料は参加費に含まれています）。 

※ 貸出用のコンパスもご用意いたします。貸出時に保証金 2,000円をお預かりします。 

※ 毎年，初心者の方に向けて競技説明を行っております。初めての方も安心してご参加ください。 

 

◎申し込み方法 

申し込み締切日：2020年 4月 13日（月） 

参加費の払い込みは 4月 1４日（火）までにお願いいたします。 

 

1．Japan-O-entrYでの申し込み 

JOY（ https://japan-o-entry.com/ ）の「第 17回茶の里いるまオリエンテーリング大会」のペ

ージにて，必要事項をご記入の上お申し込みください。参加費はサイト内の案内に従ってお支払いくだ

さい。 

 

2．郵送による申し込み 

本要項の最終ページにある申し込み用紙に必要事項をご記入の上，下記の宛先に「郵便」にてお送り

ください。 

 郵送先：〒167‐0022 東京都杉並区下井草 3‐23‐2 

     「茶の里いるま大会申込担当者（鈴木）」宛 

  参加費は下記の口座にお振込みください 

    ゆうちょ銀行 店名：〇一九，店番：019，当座預金，口座番号：0485965 

             記号番号：00110-3-485965，加入者名：渡部裕美子（ワタナベユミコ） 

 

3．当日申し込み 

  大会当日に受付までお越しください。 

  地図の枚数に限りがあるため，上限に達したクラスから当日申し込みを締め切らせていただきます。 

 

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


◎大学クラブ 新入生特別申し込み 

 入学したての大学生の最初の大会として，ぜひ茶の里いるま大会をご利用ください！ 

・ 新入生の力量に合わせて，お好きなクラスに申し込みできます。 

・ 申し込み締切は 4月 26日（日）です。それ以降については個別にご相談ください。 

・ 別途掲載の Excelに必要事項を記入し，問い合わせ先の大会アドレスまで送付してください。 

    その際メールの件名は「【大学クラブ名】 新入生申し込み」としてください。 

・ E カードレンタルは原則行えませんので，各クラブ内で調整をお願いします。やむを得ずクラブ内での

調整が難しい場合は，エントリーシートの備考欄にその旨をご記載ください。 

・ 参加費は 1,500円/人です。当日大会受付にて，クラブ単位でまとめてのお支払いをお願いします。 

    Eカードをレンタルする場合は+300円かかります。 

・ 初心者講習会を当日開催しますが，当クラブ員によるテレイン内での指導は実施できません。 

    あらかじめご了承いただきますよう，よろしくお願いいたします。 

・ 出走時間は運営側で指定いたします（当該クラスの事前申込者の出走後となる見込みです）。 
  

☆ 上級生が新入生のペアとして出走することも可能です（ペアの方にも地図をお渡します）。 

ペアとして出走する際，上級生分の参加費はいただきません。また，上級生が自分のレースとは別に新

入生と参加する（２本出走することになる）場合，ペアとなる上級生の出走時間は考慮できかねます。

あらかじめご了承ください。 

 

◎問い合わせ先 

大会アドレス：chanosato17th◆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 ） 

 

◎注意事項 

・プログラムは 4月 26日に公開予定です。 

・主催者が参加者の安全を確保できないと判断した場合，大会を中止いたします。その際，参加費の返金  

 はいたしません。あらかじめご了承ください。 

・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個人情報は，競技関連以外には一切使用いたしません。 

 

 

 

 

 

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


第 1７回 茶の里いるまオリエンテーリング大会 郵送申し込み用紙 

ふりがな  

所属  
氏名  

性別 男 ／ 女 生年月日 西暦       年    月   日 

住所 

〒 

E-mail  

電話番号  

交通手段 自動車（自車） ／ 自動車（相乗り） ／ バス利用 ／ 徒歩 

 

参加クラス 
玉露 ／ 煎茶 ／ 抹茶 ／ 烏龍茶 

ほうじ茶 ／ 玄米茶 ／ 新茶 
円 

使用 E-card 
マイ E-card使用 ／ レンタル（＋300円） 

 マイ E-card番号： 
円 

プログラム郵送 要（+300円） ／ 不要 円 

参加費合計 円 

入金予定日 20２０年      月     日 

 

 参加費 E-card レンタル プログラム郵送 

一般 3,500円 

30０円 300円 
大学生 3,000円 

高校生 1,500円 

中学生 1,０00円 

新茶（個人） ５００円 
－  

新茶（グループ） 1,000円/グループ 

 

備考欄 

※新茶クラスに参加される方は，グループ全員の氏名・性別・年齢をご記入ください。 

 


