
第３２回 埼玉県民総合スポーツ大会 
埼玉県民オリエンテーリング大会 

兼 関東パーク Oツアー２０１９第４戦、キャンパス Oツアー第２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 ２０１９年５月２６日（日） 雨天決行・荒天中止 

                     （中止の場合には当日の朝７時までに協会HPにてお知らせいたします。） 

 

競技会場 「立正大学熊谷キャンパス」（熊谷市万吉 1700） 
 

交通手段  ・ＪＲ高崎線「熊谷」駅南口より国際十王バス「立正大学行」（11時 40分、12時 00分 40分、13時
00分 40分発）「森林公園駅行」（12時 20分、13時 20分）15 分乗車、「立正大学」下車。 

・東武東上線「森林公園」駅北口より国際十王バス「立正大学行」（11時30分、12時 30分、13時30 
分発）「熊谷駅行」（12時 00分、13時 00分発）20 分乗車、「立正大学」下車。バスターミナルか
ら正門に入り、すぐ左側の建物が会場の教室のあるゲートプラザ棟です。 

・お車でお越しの方は学生専用駐車場の一番南側・舗装していない地区に止め、キャンパス外周道路を
通って正門から入場してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  場  会場場所 ゲートプラザ１号 1101多目的教室 

開場時間  １２：１０  

・会場では午前中、「埼玉県協会総会および理事会」開催のため、当該時刻前には入場できません。
 ・当日、キャンパスは行事実施のため11時代には混雑が予想されます。 

・女子更衣室はありません。着替えは教室隣のトイレでお願いします。 

・構内のコンビニは、日曜日は営業しておりません。 

 
受   付  受付時間 １２：１０～１４：１０  

・事前申込の方は受付でお名前を申し出てください。Ｅカードレンタルの方はお受け取り下さい。 
・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

  

  

    ・「埼玉県民」とは埼玉県居住者です。県内クラブに所属していても県内在住でない方は含まれません。 

・グループには、各自に地図をお渡し、Eカードとコンパスを１つずつ無料でお貸しします。 

・大学院生は一般、浪人生は高校生区分です。 

・個人クラス参加者の E-card レンタル代は 300 円です。損失・破損の場合には 8000 円申し受けます。 

・２回目の出走は 300 円です。 

 

初心者説明 グループにご参加の初心者の方には競技方法などご説明いたしますので、受付でお申し出ください。 
 

競技時間 スタート時間 １２：１５～１４：１５    フィニッシュ閉鎖時間 １４：４５   
 

スタート 会場建物北側出口を出て右側                 
・スタート時刻は事前に指定しません。 
・スタート近くに置いてあります出走時間表の希望時間に氏名を記入してください。 
・1分間隔の予定ですが、参加者が多い場合には 30秒間隔になることもあります。 
・3分前になりましたら枠にお入りください。 
・2分前にコントロール位置説明（デフ）をお受け取りください。 

 

地  図 「立正大学熊谷キャンパス・ベアリスⅡ」2019年 4月修正  
・縮尺 1/4000  ・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） 
        ・通常サイズのベンチや電灯は表記されていません（特殊サイズのベンチと照明塔は表記されています）。 
        ・灰色で表記されているのは、ピロティなど下を通過することができる建造部やその一部です。 
        ・凡例がついておりませんので、必要な方は受付にて凡例見本をお取りください。 
 
通過記録 Emit社Ｅ-card使用 
 

競技中の注意 ・クラブ活動の学生や一般来場者と接触しないように十分気を付けてください。     
        ・大学構内も業務用車両が通過することがあります。駐車場を横切るルートを取るときも含めて、

車には十分注意してください。 
・水路は、飛び越えもコンクリート柱を渡っての通過も禁止です。 

 

フィニッシュ 会場建物横 
        会場であるゲートプラザ１号 1101多目的教室内において記録（Ｅカード）を読み取ってください。 
 

成績発表と表彰・成績速報を掲示し、競技終了後に最終結果を LapCenter（https://mulka2.com/lapcenter/index.jsp） 
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。参加者全体での表彰はありません。 

・関東パークO ツアー2019の年間表彰は来年の県民大会を予定しております。 

 

留意事項・「関東パーク Oツアー2018」の表彰式を 12:00から行います。表彰対象者の方はその前までに会場にご
集合ください。また、事前申込はされなかった表彰対象者の方で、当日参加予定の方は 24日（金）まで
に協会アドレスまでその旨ご連絡下さい。 

・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。 

 

問い合わせ先 （前日まで）saitamaken.orienteering.kyokai@gmail.com （当日）070-4077-8143 

個人 距離 グループ 距離 

L（性別年齢無制限） 3.4 km 一般（２名以上） 2.3 Km 

S（性別年齢無制限） 2.3 Km ファミリー（小学生以下を含む２名以上） 2.1 km  

 個人・埼玉県民 個人・県民外 グループ(1名)県民 グループ(1名)県民外 

一 般 1800円 2000円 500円 600円 

大学生 1600円 1800円 500円 600円 

高校生 800円 1000円 300円 400円 

中学生 600円 800円 100円 200円 

小学生以下 600円 800円 0円 0円 

https://mulka2.com/lapcenter/index.jsp
mailto:saitamaken.orienteering.kyokai@gmail.com


事前申込者  

Ｌクラス                  Ｓクラス  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊太文字は埼玉県民で表彰対象者  

氏名 所属 Eカード

愛甲　隼 東農大三中OL部 199510

居蔵　亮志  中大附属中WILDLIFE レンタル

板倉　美羽 東農大三中OL部 199514

伊藤　和 東農大三中OL部 199508

井上　稔雄 春日部OLC レンタル

小河　伸之輔  中大附属中WILDLIFE レンタル

川西　穣  中大附属中WILDLIFE レンタル

木所　優希 東農大三中OL部 199511

轡田　真里奈  中大附属中WILDLIFE レンタル

栗原　萌花  中大附属中WILDLIFE レンタル

齋藤　樹 東農大三中OL部 199509

三枝　雄一  中大附属中WILDLIFE レンタル

佐藤　呼来  中大附属中WILDLIFE レンタル

佐藤　航大 東農大三中OL部 199512

品川　汎  中大附属中WILDLIFE レンタル

杉　尋翔  中大附属中WILDLIFE レンタル

高木　律月  中大附属中WILDLIFE レンタル

田中　博 入間市OLC 401266

反甫　将也  中大附属中WILDLIFE レンタル

寺村　涼介  中大附属中WILDLIFE レンタル

徳木　優海 東農大三中OL部 199513

内藤　真那人  中大附属中WILDLIFE レンタル

中山　勝 春日部OLC 502765

野口　暖生  中大附属中WILDLIFE レンタル

原田　健輝  中大附属中WILDLIFE レンタル

藤岡　泰河  中大附属中WILDLIFE レンタル

前原　朋夏  中大附属中WILDLIFE レンタル

増川　祐汰  中大附属中WILDLIFE レンタル

山田　直太朗  中大附属中WILDLIFE レンタル

氏名 所属 Eカード

青木　俊之 練馬OLC 410403

明石　五郎 春日部OLC 502766

池田　博 方向音痴会 502767

池田　玲子 方向音痴会 502768

石原　湧樹 アークコミュニケーションズ 231466

海老沢　正 入間市OLC 479632

小笠原　鈴奈 中大附中高WILDLIFE レンタル

小笠原　揚太郎 東京OLクラブ 401810

木村　耕平 入間市OLC 83105

久保　君子 練馬OLC 410412

源後　知行 みちの会 507591

小暮　喜代志 ES関東C 500909

小島　由幸 入間市OLC 502866

小橋　昌明 春日部OLC レンタル

小林　重信 ときわ走林会 レンタル

小林　二郎 入間市OLC 209683

齋藤　まどか 川越OLC 210412

酒井　心菜 東農大三中OL部 199380

笹嶋　建吾 茨大OLD 506231

七五三　碧 茨大OLD 502302

鈴木　万結 東農大三中OL部 199506

須藤　友恵 入間市OLC 239629

須藤　元 入間市OLC 220329

関野　賢二 ＹＴＣ７８ レンタル

高橋　公康 上尾OLC レンタル

高村　陽子 上尾OLC 400770

田村　勇眸 中大附中高WILDLIFE レンタル

中堀　剛 入間市OLC 239401

綱　淳壱郎 レンタル

土井　洋平 233371

遠山　修二 ＦＯＲＥＳＴＥＲ レンタル

豊田　健登 茨大OLD 239653

中野　喬博 杏友会 208386

中村　有哉 東農大三中OL部 199611

野沢　星雅 茨大OLD 239640

原野　幸男 所沢OLC 500884

平山　遼太 京葉OLクラブ 208281

福島　義治 多摩OL レンタル

藤生　考志 東京OLクラブ 221707

三科　伸之 春日部OLC レンタル

水嶋　孝久 入間市OLC 483424

水嶋　直子 入間市OLC 290299

水原　航平 茨大OLD レンタル

皆川　美紀子 みちの会 505189

安江　将貴 浦和高校OLC レンタル

山口　征矢 川口OLC 198769

山本　博司 ES関東C 412158

山本　陽子 ES関東C 408454

吉原　悠大 中大附中高WILDLIFE レンタル

渡辺　円香 ES関東C 500910


