
２０１８年度 第３１回埼玉県民総合体育大会 

埼玉県民オリエンテーリング大会 

関東パーク Oツアー2018第 3戦 

  プログラム            コバトン 

 
 
主   催  埼玉県・埼玉県教育委員会・埼玉県体育協会・埼玉県レクリエーション協会 
主催主管  埼玉県オリエンテーリング協会 
後    援  文部科学省・日本体育協会 
 
開催日    ２０１８年５月２０日（日） 雨天決行・荒天中止 
 

会  場 埼玉県桶川市「農業センター」（桶川市川田谷 4414） 
 

交通機関  

・「城山公園」第 4及び５駐車場（上尾道路「城山公園入口」交差点東側、徒歩１分。 
・JR高崎線「桶川」駅西口下車、「べにばな GOバス西循環」23分乗車、「生涯学習センター」下車（100円）、 

徒歩 3分、あるいは「東武バスウエスト川越駅行」7分乗車、「滝の宮」下車（210円）、徒歩 10分。     
 
                             

時刻表  桶川駅西口   滝の宮  

                              行き    11:38   → 11:46 

12:25   → 12:32 

                              帰り    13:58  ←   13:46 

                                                                15:03  ←   14:56 

 

 
 
 
 
 

「滝の宮」バス停から「農業センター」  

 
 

時刻表   桶川駅西口  生涯学習センター            

行き      11:40  →  12:03  

12:35  →  12:58 

         帰り      13:12  ←  12:58 

                                           15:10  ←  14:56      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生涯学習センター」バス停から「農業センター」へ                                                 駐車場案内 

 

 

 

 



受   付   時間 １２：００～１４：００  
        ・事前申込の方は受付でお名前を頂戴します。Ｅカードレンタルの方は受け取り下さい。 
        ・当日申込みの方は申込書に記入し、参加費をお支払いください。 
 
クラス分けと距離 
 
 
 
 
 
当日参加費                       

    

個人クラス 埼玉県民 県民以外 グループ(1 名あたり） 

一般 1800 円 2000 円 500 円 

大学生 1400 円 1600 円 500 円 

高校生 700 円 900 円 300 円 

中学生以下 400 円 600 円 100 円 

・個人クラス参加の方の E-cardレンタル代は 300円，グループは無料です。 

・２回目の出走は 300円です。 

 

スタート時間 １２：１５～１４：１５    フィニッシュ閉鎖 １４：４５ 
・スタート時刻は指定せず、リフトアップ方式です。 
・スタート地点に置いてあります出走時刻表の希望時間に氏名を記入してください。 
・１分間隔予定ですが、参加者数が多い場合 30 秒間隔になることもあります。 

 

スタート 会場から徒歩４分                
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地  図 「城山公園」2018年４～5月修正 縮尺 1/2500   等高線間隔 2ｍ 通行可能度４段階 
     位置説明 ＩＯＦ記号（グループは日本語併記） Emit社Ｅ-card使用 
     竹柵は不能柵として表記し、植込みと二重になる部分は植込みを省いています。 

Ｌクラスは地図が 2枚、表裏になっています。表面の最終コントロールから裏面スタートです。 
    
 

競技中の注意 公園内です。一般の来園者と接触しないように十分気を付けてください。 
        バーベキュー場は立入禁止です。 
       駐車場と、駐車場に車が進入する道路を横断するときは十二分にご注意ください。 
                 植込みは、必ず地図上で切れている箇所で横切ってください。 
 

Ｅカード読み取り ゴール後、会場の「農業センター」で行います。 
 

成績発表と表彰 成績速報を掲示し、終了後 LapCenterに掲載します。 

各クラス、埼玉県民を対象に３位まで表彰します。 

 

問い合わせ先 埼玉県オリエンテーリング協会 saitamaken.orienteering.kyokai@gmail.com 

 

留意事項  ・県協会総会出席の協会員の方は、準備出来次第、一般参加者よりも前に出走可能です。 
・複数回出走者は、当日１回目の出走のみ正式記録となります。 

 

個人 距離 グループ 距離
Ｌ（男女年齢無制限） ３．４Ｋｍ 一般（２名以上） ２．１Ｋｍ
Ｓ（男女年齢無制限） ２．１Ｋｍ ファミリー（小学生以下を含む２名以上） １．８ｋｍ

mailto:saitamaken.orienteering.kyokai@gmail.com


氏名 所属クラブ Ｅカード

愛甲　隼　 東農大三中OL部　 199506

板倉　美羽　 東農大三中OL部　 199380

伊藤　和　 東農大三中OL部　 199611

大熊　陽奈　 東農大三中OL部　 199514

岡野　仁美 入間市OLC レンタル

加藤　崇史　 東農大三中OL部　 199507

木所　優希　 東農大三中OL部　 199508

齋藤　樹　 東農大三中OL部　 199510

佐久間　良毘　 東農大三中OL部　 199509

佐藤　航大　 東農大三中OL部　 199511

丸岡　修也　 東農大三中OL部　 199512

事前申込者 Ｌクラス              Ｓクラス  

  氏名 所属クラブ Ｅカード

青木 俊之 練馬OLC 410403

新隆徳 入間市OLC 77024

石神愛海 入間市OLC 196715

井上稔雄 春日部ＯＬＣ レンタル

井口 良範 高崎OLC 505188

猪俣　祐貴 入間市OLC 196706

宇井　賢 入間市OLC 170268

榎　智弘 杏友会 196704

海老沢　正 入間市ＯＬＣ 479632

大塚　歩 入間市OLC 220304

大塚　弘樹 入間市OLC 220303

岡本　隆之 ＯＬＰ兵庫 189850

岡本　真嗣 221863

奥山　景得 川口OLC 479514

小野澤　清楓 入間市OLC 231876

兼田　史子 Team白樺 レンタル

兼田　僚太郎 Team白樺 レンタル

木村　耕平 入間市OLC 83105

久保 君子 練馬OLC 410412

粂　潤哉 入間市OLC 208314

源後　知行 みちの会 183122

小泉　佳織 入間市OLC 239538

小泉　知貴 入間市OLC 221539

小暮　喜代志 ＥＳ関東Ｃ 500909

小崎 靖典 Forester 204998

小島　由幸 Forester 502866

小寺　実 丘の上 レンタル

小林　重信 ときわ走林会 レンタル

小林　岳人 ES関東C 180816

小峰　利憲  川口OLC  レンタル

今　正寛 レンタル

齋藤　まどか 川越ＯＬＣ 210412

酒井　心菜　 東農大三中OL部　 199574

茂原　瑞基 慶應大OLC 233556

渋谷　泰樹 入間市OLC 239646

鈴木　万結　 東農大三中OL部　 199513

須藤　かおる 入間市OLC 401534

須藤　友絵 入間市OLC 401580

須藤　元 入間市OLC 220329

関野　賢二 YTC78 レンタル

高田　有子　 レンタル

高橋 公康 レンタル

髙橋　厚 多摩ＯＬ 233372

橘 孝祐 ES関東C 502503

田中　博　 入間市OLC　 401266

長江　源輝 KawanaOLC 220286

中野 喬博 杏友会 208386

中村　有哉 東農大三中OL部　 199284

中山　勝 春日部OLC 502765

中山　健　 レンタル

濱嶋　優太　 レンタル

原野　幸男 所沢ＯＬＣ 500884

福田　雅秀 川越OLC 190125

藤生　考志 東京ＯＬクラブ 221707

前川　智彦 県立千葉高校 233368

増田　健也 入間市OLC 208552

水嶋　孝久 入間市OLC 483424

水嶋　直子 渋谷で走る会 290299

三田　一英 Club阿闍梨 501741

皆川　美紀子 みちの会 505189

宮川　達哉 所沢OLC 483422

宮本　樹 京葉OLクラブ 185352

森谷　風香 入間市OLC レンタル

山本　博司 ES関東クラブ 412518

山本　陽子 ES関東クラブ 408454

和田　康次郎 丘の上 221790

渡辺　円香 ＥＳ関東Ｃ 500910


