
みちの会 スプリント大会＠所沢航空記念公園 

柳下・皆川・山岸壮行会・チャリティーイベント 

 プログラム 

主催 みちの会 

後援 NPO法人 埼玉県オリエンテーリング協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 催 日   平成 24年 6月 10日（日） 雨天決行・荒天中止 

 

会 場   埼玉県所沢市「所沢航空公園」 

航空発祥記念館南西側脇の広場（青空会場。一部、屋根がある場所があります。） 

 

http://www.mapion.co.jp/here/all/120602/mapi0312341120602074441.html 

 

交通機関 

周辺道路や駐車場が混み合いますので、公共交通機関の利用を強く推奨します！！  

▼電車で・・ 

西武新宿線航空公園駅から徒歩 7分 

みちの会から 3名のフットオリエンテーリング日本代表選手が選ばれました！！ 

本大会は、3名の選手の健闘を祈願した壮行会、チャリティーイベントです。 

世界オリエンテーリング選手権（WOC）の代表として、柳下 大選手・皆川 美紀子選手が、 

ジュニア世界オリエンテーリング選手権（JWOC）の代表として、山岸 夏希選手が 

世界の舞台で戦ってきます。 

なお、JWOCは 2012年 7月 7日～14日、スロバキア・コシチェにて、 

WOCは 2012年 7月 14日～22日、スイス・ローザンヌにて開催されます。 

皆様には、あたたかいご声援をお願いいたします。 



 

▼お車で・・土日は駐車場が満車のことが多いです。 

関越自動車道所沢 ICから国道 463号を所沢市街方向へ 6km 

有料駐車場が複数ありますが、満車の可能性もあります。（どの駐車場でも使用可能です。） 

 

所沢航空記念公園 HP参照：http://www.parks.or.jp/tokorozawa-kokuu/ 

 

地 図   「所沢航空記念公園」（2007年 6月作成） 

         A4横/プリンタ出力、 

1:5000/2m/JSSOM 

 

受付時間   10時 30分～12時 00分（事前当日とも） 

当日申込みも受付いたしますが、地図がなくなり次第終了となります。 

 

スタート時間   11時 00分から順次リフトアップスタート（1分間隔を予定） 

※ スタート時間は指定しませんので、自由な時間にスタートしてください。 

※ 時間帯によっては混み合いますので、ご了承ください。早めのスタートが混

む傾向があります。 

※ スタート閉鎖は 13時 00分です。 

※ 2本目を走る人は、適宜スタートしてください。 

1本目出走者の間でもかまいません 

 

スタート地区   会場からすぐのところにあります。 

 

競技終了時間  13時 30分 

 

競技形式    スプリントオリエンテーリング 

           Emit社の E-card使用します。（My E-card使用可能） 

 

コースプロフィール     

クラス 距離 

（㎞） 

登坂距離

（m） 

ウイニングタイム

（分） 

コースプランナー 

L 3.78 22 16 柳下 大 

S 2.60 16 11 皆川 美紀子 

     

公園内は、オープンエリアと林のエリアが混在し、適度な起伏があります。 

舗装路が多く、見通しがよく、速いスピードの中でのナビゲーションが必要になります。 

公園内には、野外ステージ、ドッグラン、野球場など立ち入れない場所もあります。 

 

 

 



朋装・シューズについて  

半袖、短パンでの出走が可能ですが、L クラスは季節がら下草が繁茂している箇所がごく一部あ

ります。気になる方は長い靴下 or長ズボンをお薦めします。 

シューズは、スパイク付は禁止です。 

 

参加費   ・一般個人  1500円   

・学生（院生含む）  1000円 

・日本代表選手（WOC、JWOC、WUOC） 1000円 

・グループ  500円／一人 

     E-cardレンタルの方は 200円増（グループの場合は 1個必要です。） 

     2本目を走る場合は、参加費＋300円となります。 

     参加費は当日受付でお支払いください。 

     ※学生、代表選手の方は受付でお知らせください。 

     参加費の一部は、3名の遠征助成金として寄付させていただきます。 

 

表彰式・選手挨拶  13：00以降で成績確定次第 

各クラス男女上位 3名を表彰いたします。 

※2本走る方は Lクラスの成績が表彰対象となりますので、L クラスから走ってください。 

S クラスは参考記録となります。 

    表彰式後に代表選手より世界選手権に向けた抱負をひと言いただきます。 

    皆様の声援をお願いいたします。 

 

問い合わせ  

 mikikomina■hotmail.com（■＝@） （皆川） 

 

注意事項 

・ 金属スパイクシューズは禁止です。 

・ ごみは持ち帰りましょう。 

・ 他の来場者の迷惑になる行為はお控えください。 

・ ランニングコースを横断することがあります。ランナーとの接触にご注意ください。 

・ 地図に書かれていない花壇があります。明らかに花壇と分かる場所には踏み入らないでくだ

さい。 

・ 傷害保険に加入していますが、怪我にはご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mikikomina@hotmail.com


【エントリーリスト】 

氏名 所属 クラス E-card No. 

原野 幸男 所沢 OLC L S 171793 

土井洋平 群馬県太田市 L   レンタル 

植松裕子 入間市 OLC   S 409208 

池陽平 京葉ＯＬクラブ L S 79273 

高見澤 健吾 さいたま市   S レンタル 

小林二郎 入間市 OLC L   409787 

鈴木挙直 京葉 OL クラブ L   レンタル 

上野光 Team 白樺 L S レンタル 

風穴 周   L     

長縄 知晃   L S 478425 

大菱池 遼 桐朊 IK L   レンタル 

高橋 友徳 桐朊 IK L   レンタル 

大石 洋輔 桐朊 IK L   レンタル 

津島 孝祐 桐朊 IK L   レンタル 

朴峠周子 ときわ走林会 L S 171676 

小泉 成行 O-Support L S 401887 

藤島 英史 東京ＯＬクラブ L S 76960 

井口良範 高崎 OLC L   レンタル 

村越久子 静岡 OLC L   483347 

八神遥介 青葉会 L S レンタル 

小林遼 渋谷で走る会 L S 92739 

井上 博人 安田クラブ L   84815 

関野 賢二 ＹＴＣ L   レンタル 

高野 美春 入間市 OLC L   412173 

宮本 樹 京葉ＯＬクラブ L   レンタル 

清水 絢子     S レンタル 

池田 樹子     S グループ 

世良 清 三重大   S 139815 

石井 龍男 千葉 OLK  L S 409862 

大塚 校市 千葉 OLK L   483411 

大塚 ふみ子 千葉 OLK   S 488198 

鈴木 栄一 千葉 OLK L   483407 

今井 信親 ワンダラーズ L   479473 

渡辺 円香 木酔会 L   77045 

櫻本 信一郎 京葉ＯＬクラブ L S   

※申込み順 
    

 


