
 

 

プログラム（要項 2．２：平成 25 年４月７日発行，４月 30 日競技情報加筆） 

ゴールデンウィークもオリエンテーリングがしたい。 
ならば、日光に行こう!!  新勧にも最適な環境 

スプリントは公認 カテゴリＳ、ニューマップ、インカレトレイルの地図を約３倍に拡大、 

Ｅ権ゲット（11 月 30 日滋賀県開催全日本スプリント）絶好の機会かも？  
ＧＷ日光オリエンテーリングの集い 

 ２０１３年５月４日～５日 於：日光運動公園 

プログラムｖｅｒ．２．２ 
主催：ヤマカワオーエンタープライズ 

協力：ホテルファミテック（５月４日の優待宿泊を本大会申込先で斡旋しました） 

集合場所：日光運動公園北側駐車場 （右下図のＣのピンの場所） 

大会ｗｅｂサイト：http://www.orienteering.com/~ymoe/index.html 
交通： 日光宇都宮道路「今市ＩＣ」より地図参照                     会場の運動公園は４月末まで除染工事が行われていました 

ＪＲ日光駅・東武日光駅より                                     

日光交通ダイヤルバス下今市駅行きにて 

「所野第二団地」バス停下車左前方の駐車場、 

あるいは、ＪＲ日光駅裏手より徒歩専用の跨線 

橋があり徒歩約３０分で会場に到達します。 

（テープ誘導はありません） 

東武鉄道 時刻表 

http://railway.tobu.co.jp/timetable/special_express/ 
 北千住 10:12 発の特急でも十分間に合います。 
日光交通ダイヤルバス 時刻表 

 東武日光駅・ＪＲ日光駅 発 

 ９：４５ １１：４４ １３：４０ 

「所野第二団地」までの所要 ６分 

  余程接続の良い便で無い限り、駅から 

  徒歩でのアクセスを推奨します。おおかた 

  自家用車･レンタカーでの参加になるか 

  と思います。 

駐車場／会場案内：２日間とも会場の本部・駐車場の位置は同じです。駐車場のスペースは十分にあります。駐車券は発行しません。

下図の指示に従ってＰ１にとめて下さい。大会当日に、日光運動公園施設を使用する他の運動の大きな試合は予定されていませ

んので、Ｐ１で十分で収容できると思います。Ｐ２は有料の運動施設利用者が使用しますので、とめないで下さい。スタートやトイ

レ、道路横断区間（信号に従う、計時除外区間、地図交換有り）などのレイアウトも同時に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更衣室:青空会場です。荷物置場として、大判のレジャーシートを用意します。女性の更衣用には主催者で簡易テントを用意します。

市民ゴルフ場管理棟（上図のピンＢの場所）には、一般来場客も利用できる、更衣室・トイレがあります。 

 

 



２０１３年５月４日（土）～５日（日）ＧＷ日光オリエンテーリングの集い メニュー一覧  

開催日 メニュー内容 テレイン 受付時間 スタート フィニッシュ閉鎖 クラス 参加費 

５月４日（土） 公認Ｓスプリント 
日光運動公園 

1:4,000 2m 

11:30～ 

13:00 

12：50～14：00 

（競技時間 60 分） 
15:00 

スタートリス

ト参照 
下記参照 

５月４日（土） 
スプリント大会 

当日参加 

日光運動公園 

1:4,000 2m 

11:30～ 

13:30 

13：39～14：00 

（予定） 

（競技時間 60 分） 

15:00（予定） 
当日１～ 

公認で用意

するコース数 

公認大会と同額 

５月４日（土） 
５月５日（日） 

内容は 2 日間とも同じ 

新勧イベント 
公園地図使用 

 縮尺 1:3,000 

ピンパンチ方式 

日光運動公園 
1:3,000 2m 

13:00～ 
15:00 

13：30～15：30 
5 日は 8:40～13:00 

16:30 
５日は 14:00 

一回の申込
で２コース用

意します。 

コントロールカード
付き 

1 人地図 1 枚で

500 円 

５月４日（土） 

５月５日（日） 
内容は 2 日間とも同じ 

特製ミドル 
日光所野 

1:10,000 5m 

５日 8:40

～13:00 

9:00～14:00，４日は受付 14:00～

15:00， 
フィニッシュ閉鎖 16:30 

ゴールド・ 

プラチナ・ 
シルバー 

５月５日（日） 
インカレミドル 

アゲイン 

日光所野 

1:10,000 5m 

8:40～

13:00 
9:00～14:00 MEA・WEA 

1 メニュー目 1500 円 

2 メニュー目は本文

参照 

割引カテゴリ有 

５月５日（日） 
特製コントロール 

ピッキング 
日光所野 

1:5,000 5m 
8:40～
13:00 

10:00～14:00 
ノーマル・ 

ランク４以下

の道なし 

追加メニューとし
てのみ＋500 円 

 
※ 本大会では、要項公開と同時にプログラム（公認大会スプリント大会のスターリスト以外）を公開しています。これは、スプリントは公認大

会として規則どおりの大会運営をしますが、それ以外のメニューは折角のＧＷですので、各自の都合の良いときに気軽に好きなように参加
していただき、日光の抜群のテレインを堪能していただきたい。そういう思いを込めて、具体的に参加する場合の段取りまで事前にご説明
し、その上でスケジュールを調整して参加を決めていただきたい、そういう思いを込めています。公認大会に絡まない申込は当日支払も可
能ですが、地図を用意する主催者に事前連絡は必ず必要というシステムを採っていますので、参加の際はよくお読みになった上でご参加
下さい。各日の日帰り参加でも、それなりに日光のテレインを堪能できるメニュー構成になっています。本要項では競技情報を付加しまし
た。当日参加の申し込みは前日である５月３日午後８時まで受付しています。 

 

 
ＪＯＡ公認大会（カテゴリＳ） 

２０１３ＧＷ日光オリエンテーリングの集い（スプリント競技） 

プログラム 競技情報追記の大会前最終版 

 

開催期日：２０１３年５月４日（土） 雨天決行・荒天中止 

開催場所：栃木県日光市 日光運動公園 

受付時間：１１：３０～１３：００ 

スタート時間：１２：５０～１４：００(競技時間６０分) 

競技責任者・コース設定：山川克則 

大会コントローラ：荻田育徳（栃木県） 

競技形式：ポイントオリエンテーリング スプリント競技 

計時システム：ｅ－ｃａｒｄ（ＥＭＩＴ社）使用 マイｃａｒｄ使用可 

クラス・参加資格・参加費： 

Ｍ２１，Ｗ２１ （年齢無制限） １，５００円 

   Ｍ３５，Ｗ３５ （３５歳以上） １，５００円 

Ｍ５０，Ｗ５０ （５０歳以上） １，５００円 

Ｍ６５  （６５歳以上） １，５００円 

Ｍ２０，Ｗ２０ （２０歳以下） １，０００円 

Ｍ１８，Ｗ１８ （高校生以下）   ８００円 

Ｍ１５，Ｗ１５ （中学生以下）   ８００円 

Ｍ１２，Ｗ１２ （小学生以下）   ８００円 

Ｂ（個人で初めて及び同等程度の方）   ８００円 

ｅ－ｃａｒｄレンタル ＋３００円（２日間の通し貸し可） 

選手登録（一時登録）  ＋５００円 

出場には選手登録を済ませていることが必要です。但し、

Ｂクラスおよび１５歳以下の方は不要です。 

M：男性，Ｗ：女性、但しＭクラスへの女性の出場を妨げません。 

年齢は２０１４年３月末日までに達する年齢です。 
 ※当日申込も同額で参加できますが、公式記録とはなりません。また

当日参加（当日支払）の場合でも事前連絡のない場合地図は用意でき

ません。競技者登録を済ませ大会主催者が設定した締切日までに申
込を完了し、入金を済ませ競技規則に従ってスタート時刻が指定され

た競技者を公式記録として扱うとお考え下さい。当日参加についての

詳細は４ページ以降の全体案内をご覧下さい。 

 

優勝設定時間：各クラス１５～１８分 

 

地図：「日光運動公園」 縮尺 １：４，０００ 等高線間隔 ２ｍ 

走行可能度 ４段階＋通行禁止の緑の５種で表記 

ＪＳＳＯＭ２００７による作成 
※２０１３年３月インカレ協賛トレイルＯで新規作成・使用した地

図（その頃除染工事中で競技可能範囲は制限）を公園全域の約

３倍に拡大し新規作成。山川地図がトレイルＯだけの使用じゃ勿体ない 

参考図：http://www.o-news.net/2013/03/2012ict.php 

（変則）２マップ方式、道路横断前後で計時除外区間があります。 

地図作成：山川克則  

位置説明：ＩＯＦ記号（ＪＳＳＤ２００７による） 

申込期間：公認大会はすでに締め切りました。当日参加

の申込は５月３日午後２０時まで 

申込方法：メール申込 

 ＹＭＯＥのｗｅｂよりエントリ用のエクセルシートをダウン

ロードし、添付ファイルにて申し込んで下さい。よく判らな

い方は、必要事項を普通にメール本文に書いて申し込ん

で頂いてもＯＫとします。 

あて先： ymoe.entry●gmail.com  
●はあっとマーク 題名は,｢日光大会申込｣として下さい。 

本プログラム公開以降のメール以外で申込みたい方は、

問合先に直接お電話下さい。 

参加費：このプログラム公開以降の当日参加申込みは

当日払いでＯＫです。 

 

問合せ： 

 できるだけメールでお願いします。申込用のアドレスとは違う

のでご注意下さい。（●はアットマーク） 

    メール：r m o - s . y a m a k a w a ●n i f t y . c o m  
    電話：０９０－８０４１－４６７３ 

 

注意事項等： 

・本大会のＭ２１／Ｗ２１クラスで、優勝者の１５０％以内（分

単位は切上げ）の成績を収めた者は、２０１３年１１月３０日

に滋賀県希望が丘公園で開催の全日本スプリント大会 

ＭＥ／ＷＥクラスに出場する権利を獲得できます。 

http://www.orienteering.or.jp/archive/rule/公認大



会エリートクラス出場資格規則_130112.pdf 

・また、M20／Ｗ２０の参加状況から鑑みて、より裾野の広

いＥ権獲得機会とするべく、M20／Ｗ２０クラスを廃止し、 

Ｍ２１／Ｗ２１クラスに統合することに致しました。それに伴

い影響を受けるクラスのスタート時刻がweb先行公開したも

のと変更されていますので、該当の方はご確認下さい。ス

タートリストの赤字表記部分です。 

・ピン付きシューズは使用できません。 

・本大会は“山スペ”ではありません。NT選手は同日富士

テレインにて強化合宿中です。8月の駒ヶ根スプリントは

山スペとして開催します。 

・公認大会ですので、渋滞等で遅刻の場合も正規のスタ

ート時刻からの計時になります。もしくは参考記録となるこ

とを了解してスタート時刻の再指定を行います。 

・保険には各自でご加入下さい。競技中の怪我等の費用

負担については、全部参加者の自己責任となることを了解

の上でご参加下さい。 

・公園内の森林や広場が競技エリアの高速で安全、ファイ

ンなオリエンテーリングをお楽しみいただけます。 

 

【要項２．２加筆：競技情報】 

 

受付（公認大会参加の方）：受付での配布物は、バックアップラ

ベル、位置説明表（市販のデフケースに入る大きさ）、ｅカー

ド（レンタルの方）、配布方法はセルフサービス方式です。

入金額に不備がある方は、過不足金の精算もここで行って

下さい。 

 

受付（当日参加の方）事前入金の方はその旨の確認、当日払い

の方はお支払、スタート時刻の指定、配布物はバックアップ

ラベル、位置説明表（市販のデフケースに入る大きさ）、ｅカ

ード（レンタルの方）。 

 

ウォーミングアップ：指定された駐車場（Ｐ１）の舗装部分のみで

行って下さい。 

 

スタートへの誘導：誘導テープはありません。指先案内です。案

内図のトイレに行く方向と同じです。 

 

スタート方法：ゲートに入る前にｅカードの起動確認（セルフで）、

３分前から枠に入り役員の確認、２分前は枠をひとつ進むだ

け、１分前自分で地図を裏向きにピックアップ（自己責任、

裏にクラスは記入されています）、スタートチャイマーの合

図ともにリフトアップでスタート 

 

競技：指定された順番に回る、有料の運動施設は地図上では「民

家の敷地」の表記で表されており、国際オリエンテーリング

規則によって立入禁止です。野球場・テニス場はフェンスで

囲まれていますので短絡不可能です。土のグランド部分は

フェンスに囲まれていないエリアがあり、悪意があれば短絡

可能ですがそれは反則です。そのグランドに他種目の運動

の利用者がいるかどうかは判断基準ではありません。あくま

でも地図の表記どおりの国際ルールに則って競技をして下

さい。 

 

計時除外区間（地図交換）：テレインは交通量の激しい２車線道

路で南北に分断されており、信号のある横断歩道で競技中

にそこを渡ります。横断歩道を渡る区間が計時除外区間に

なります。信号は押しボタン式ですぐに青信号に変わります。

計時除外区間は赤白テープ誘導を施してあります。計時除

外区間は歩いても構いせんが、直ちに移動は行って下さい。

不自然な休憩をとっていると、あとでラップ表からそのことが

判り失格とすることがあります。また最初に配布する地図は

前半部分のみとなります。計時除外区間の終了地点のコン

トロールで後半の地図を配布します。ここには役員がいます。

地図はセルフサービスでピックアップします。ここで配布す

る地図はコース全部が網羅されています。（説明;例えば８－

９が計時除外区間の場合、８が○、８－９が誘導区間の表記、

９が○と△の二重表記） また、計時再開コントロールのユ

ニットにパンチし忘れる例が、過去の大会で多数報告され

ているので、特に注意して下さい。（役員による声かけも致

します） 

 

フィニッシュ：最終コントロールからは赤白テープ誘導、パンチ

ングフィニッシュ、順番にｅカードの読み取りを行います。地

図は回収しませんので、スタート前の選手には見せないよう

にして下さい。（前半の地図の返却は免責としますが、欲し

い方は箱から勝手にお持ち帰り下さい） 

 

速報：受付のボロ車に貼り付ける形で掲示します。 

 

表彰：ありません。 

 

コース距離：コース／クラス配分はスタートリストを見て下さい。 

１コース ３．０ｋｍ程度 アップ２０ｍ程度、３０ｍ以下は確実 

２コース ２．５ｋｍ程度 

３コース ２ｋｍ程度 

・・済みません。新規拡大範囲まだ調査中で詳しい発表 

は当日になります。 

 

追加メニュー：スプリント大会終了後、同テレインでインカレトレ

イル反省会が開かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜公認Ｓカテゴリ＞スプリントオリエンテーリング スタートリスト 

1 コース   M21(M20 を統合）  
赤字時刻は初版から変更

されています 

13:00 石井 伸明 新潟大学オリエンテーリング部 76934  

13:01 床並 忍 武相 OLK レンタル 

13:02 片桐拓登 ときわ走林会 レンタル 

13:03 栄森 貴久 みちの会 64193  

13:04 中村 浩之 新潟大学オリエンテーリング部 76968  

13:05 大城 真人 武相 OLK レンタル 

13:06 高橋 祐貴 新潟大学オリエンテーリング部 157851  

13:07 渡辺 竜希 武相 OLK レンタル 

13:08 新井 悠功 新潟大学オリエンテーリング部 173284  

13:09 小池 英希 JANETS 157856  

13:10 羽田 将弘 武相 OLK レンタル 

13:11 藤生 考志 東京ＯＬクラブ 413328  

13:12 立川 悠平 新潟大学 OC レンタル 

13:13 佐藤 颯汰 新潟大学オリエンテーリング部 157421  

13:14 佐藤 陽太 武相 OLK レンタル 

13:15 木村 優治 新潟大学オリエンテーリング部 76966  

13:16 橋本 浩一 武相 OLK 410181  

13:17 石井 龍男 千葉 OLK 409862  

13:18 久保 貴大 新潟大学オリエンテーリング部 157422  

13:19 川上 将広 武相 OLK レンタル 

13:20 寺嶋 一樹 ES 関東 C 412472  

13:21 塩田 彩人 武相 OLK レンタル 

13:22 弓削田 槙一 早大 OC 170203  

13:23 村田 祐貴 新潟大学オリエンテーリング部 79258  

13:24 多比羅 大 京葉オリエンテーリングクラブ レンタル 

13:25 田中 圭 新潟大学オリエンテーリング部 157828  

13:26 野本 圭介 筑波大学オリエンテーリング愛好会 161189  

13:27 藤沼 崇 栃木県鹿沼市 487843  

13:28 久須美 裕 新潟大学オリエンテーリング部 183033  

13:29 戸上 直哉 東工大 OLT 180469  

13:30 佐藤大心 筑波大学オリエンテーリング愛好会 161190  

 M35  
 

13:32 森川 正己 京葉 OL クラブ 172471  

13:33 土井 洋平 群馬県太田市 レンタル 

13:34 丸山 則和 みつけ OLC レンタル 

13:35 小泉 辰喜 東京ＯＬクラブ 409869  

13:36 小林 岳人 ES 関東 C 400816  



13:37 小林 重信 ときわ走林会 レンタル 

13:38 福田 雅秀 川越 OLC 411454  

    

２コース M50  
 

12:50 鈴木 規弘 多摩 OL レンタル 

12:52 高村 卓 上尾 ol クラブ 410216  

12:54 天明 英之 東京ＯＬクラブ 412182  

12:56 関野 賢二 YTC78 レンタル 

12:58 齋藤 英之 川越 OLC レンタル 

13:00 井口 良範 高崎 OLC レンタル 

13:02 桜井 剛 ES 関東クラブ 412602  

13:04 大野政男 下野 OL クラブ レンタル 

13:06 三科 伸之 春日部ＯＬＣ 185220  

   W21(W20 を統合） 
 

13:08 斎藤 早生 チーム白樺 172915  

13:10 柳川梓 筑波大学オリエンテーリング愛好会 161188  

13:12 寺嶋 貴美江 ES 関東 C 410125  

13:14 渡邉 彩子 早大 OC 76935  

13:16 小林 璃衣紗 ES 関東 C 401592  

13:18 小野澤清楓 群馬大学 レンタル 

    

 M65  
 

13:20 中安 正弘 春日部 OLC 146723  

13:22 田中 博 入間市ＯＬＣ 401288  

13:24 児玉 拓 多摩 OL レンタル 

13:26 尾上 俊雄 OLP 兵庫 483419  

13:28 今井 信親 ワンダラーズ 479473  

13:30 田島 三郎 入間市 OLC 401738  

13:32 山口 征矢 川口 OLC 146724  

13:34 中山勝 春日部ＯＬＣ 409792  

13:36 原野 幸男 所沢ＯＬＣ 171793  

13:38 高橋 厚 多摩ＯＬ 483410  

13:40 永元 秀和 京葉 OL クラブ レンタル 

13:42 山本 博司 ES 関東クラブ 412158  

 W35  
 

13:44 和田美千代 サン・スーシ レンタル 

13:46 丸山 由美子 みつけ OLC レンタル 

13:48 小林 正子 ES 関東 C 400817  



    

３コース W50  
 

13:01 齋藤 まどか 川越 OLC レンタル 

13:03 田中 洋子 入間市ＯＬＣ 401295  

13:05 山本 陽子 ES 関東クラブ 408454  

 M12  
 

13:09 斎藤 鴻樹 チーム白樺 レンタル 

13:11 寺嶋 謙一郎 ES 関東 C レンタル 

 W12  
 

13:13 丸山 里那子 みつけ OLC レンタル 

 B  
 

13:15 高村 陽子 上尾ＯＬクラブ 400770  

    

 当日参加（４月 30 日現在、５月３日２０時まで受付） 
 

M20 藤原 大樹 岩手県盛岡市 レンタル 

M35 清水 茂 群馬ＡＲＤＦ レンタル 

M35 鈴木 挙直 京葉 OL クラブ レンタル 

M50 荒井 正敏 多摩ＯＬ 409832 

M12 加賀屋 京介 渋谷で走る会 レンタル 

 
スタート時刻は各コースの公認大会終

了後になります 
  

 

 



 

 

 

【要項に掲載したテレイン内の写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     会場風景（Ａの森と岩、それに芝生広場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな感じで直近まで見えない方向から正確にアタックとかね 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
遊具広場はインカレの頃は除染工事の真っ最中でした。この場所の除染

工事は現在終了しています。凹地と人工特徴物が絡み合った場所で地図

では下の図のように詳細を極めることになります。とはいっても完成図では

ありません。調査で生記入のものを公開しています。このように詳細な 

ＪＳＳＯＭ地図においては、まず界線データをＧＰＳで地道に取得（１回目）、

２回目の調査で界線の確定と点状人工特徴物の確定、そしてこの図のよう

に３回目の調査で、等高線を現地をなめるように追い、同時に植生やオー

プンや細かい岩地の具合などを記入してゆきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
該当区域のフィールドコピー（ＪＳＳＯＭレベルで３回目の現地調査）上の

写真はどの場所からどの方向に撮影したものか判りますか？ 



２０１３年５月４日（土）～５日（日）ＧＷ日光オリエンテーリング
の集い 【メニューのご紹介】 
１．  公認カテゴリＳスプリント大会  
２． スプリント大会当日参加 参加費は事前申込と同じですが、

公式記録として扱われません。公認スプリントで用意された
コースすべてに参加できますが、当日１、当日２、当日３と専
用のクラスで取り扱います。各コースの相当する年齢区分
は公認大会スタートリストを見てください。当日も掲示します。
参加費の納入は当日払いで構いませんが、大会前夜２０時
までに何らかの形で事前に大会主催者に連絡をしておかな
いと地図は用意されません。事前連絡なしの当日参加は
（他のメニューも同様ですが）、１メニュー毎に＋８００円を正
規の参加費に追加して戴きます。しかも対応の優先順位は
最後位という前提で可能な範囲で受け付けます。（多分余裕
があればその場で地図を追加印刷するという形式ですので、
かなりぞんざいな扱いになります。） 

３． 新勧イベント 公園地図（ＪＳＳＯＭ基準）縮尺１：３，０００を 
使用。ピンパンチ、コントロールカード（ＣＣ）方式、計時は
各自で行ってください。１人に地図１枚支給し、２コース分印
刷されています。指導などは主催者のマンパワーでは行え
ませんので、クラブの先輩などが指導して下さい。先輩が
公認スプリントに参加後、このメニューに連れてきた新人と
参加することも可能ですし、公園の中で行方不明になる心
配はほぼなく、その意味では安全は確保されていると言えま
すので、新人一人での参加も可能です。（但し、事前に競技
方法の説明をクラブ内で行って下さい。）指導後は芝生広
場もありますので、反省会の他レクなども行えます。このメ
ニューは２日間同じコースで行います。また、このメニュー
のみ事前連絡無しでも一人５００円で参加できます。 

４． 特製ミドル 
２日間ともこのメニューは用意します。ｅｍｉｔ使用計時。 
コースは、ゴールド（ＭＥトップクラスでウィニング３０分）、 

プラチナ（ＷＥトップクラスでウィニング３０分） 
シルバー（Ｍ６５トップクラスでウィニング３０分） 

参加費は、４日にスプリントに参加で２メニュー目の場合 
 一般 ＋１，０００円 大学生 ＋８００円 インカレ実行委員
(過去３年以内)及び高校生以下 ＋５００円 
４日、５日とも本メニューが最初の参加の場合 
 一般 １，５００円  大学生 １，０００円 インカレ実行委員
(過去３年以内)及び高校生以下 ５００円 
 
５日に２メニュー目以降で参加の場合 ＋５００円(一律) 
地図は本部で配布、スタートまでの誘導は地図をみて各自
で、スタートはフリースタート、無人コントロールでパンチン
グフィニッシュ、本部でｅ－ｃａｒｄ読取という方式です。４日は、
ナビゲーションスキルの無い新人の方の参加はできません
が、５日には上級生の指導付きを前提に、シルバーコースを
利用していただくことができます。 
 
コース距離； 
 ゴールド ４．０ｋｍ アップ１７０ｍ １６コントロール 
 プラチナ ３．４ｋｍ アップ１４０ｍ １２コントロール 
 シルバー ２．８ｋｍ アップ１２０ｍ １３コントロール 
 
 
 

スタートへの誘導、フィニッシュ（山の中）からの誘導は地図
による案内になります。セルフスタート、パンチングフィニッ
シュ、ｅカード読み取りは会場戻ってからになります。 
 
登距離の数字を見ていただくと判る通り、インカレ本番以上
のアップ率の低さを誇る珠玉のコースとなります。いやはや
是非ＮＴのトップ選手にも全速でこのコースに挑んで欲しい
と思うコースです。（いやホント、設置していてすごく楽しか
ったですよ。） でも、こういった場合に提供される山川コー
スはこの規模このノリの大会では良くあることですが、普通
のオリエンティアにはすごく難しいものであるかもしれませ
ん。そこは、べったりゆっくりと地図とテレインとに向き合って
ガッツリと楽しんで来て下さい。スピード上げて、アドレナリ
ン全開で走るともっと楽しいよ、もっとオリエンテーリングの
深みが味わえますよ、というコースであります。 
 

５． インカレミドルアゲイン ５日のみ開設、ｅｍｉｔ使用計時 
インカレミドルＭＥＡ（ 4 . 8 k m  ↑2 7 5 m ）、ＷＥＡ（ 3 . 7 k m  
↑2 0 5 m ）を再現します。参考図： 

http://mulka2.com/lapcenter/index.jsp?event=1952&file=1 
http://mulka2.com/lapcenter/index.jsp?event=1952&file=2 

この日の１番目のメニューで使用することを前提としていま
す（１番目のメニューとして選択しないこともできます）。 
“地図は本部で配布～”以降の記述は４．と同様になります。
インカレミドル当日は、このコースのチャレンジクラスは開
設されませんでした。是非とも挑戦し、ラップなどを比較し
てみて下さい。(勿論インカレ出場者の再挑戦も歓迎です。) 
参加費は、一般 １，５００円  大学生 １，０００円 インカレ
実行委員(過去３年以内)及び高校生以下 ５００円 
 
但し、インカレ当日会場として使用した小学校内は使用を申
請をしていませんので、その手前でフィニッシュとなります。
小学校校庭はＡＬＳＯＫで警備状態になっていますのでご注
意下さい。まだ民家密集地内の特段の渉外を経て設置した
コントロールも本レースではなくなっています。 
本レースの距離は、以下のようになります。 

ＭＥＡａｇａｉｎ ４．５ｋｍ １６コントロール 
      ＷＥＡａｇａｉｎ ３．５ｋｍ １４コントロール 

 
６． 特製コントロールピッキング ５日のみ開設、ｅｍｉｔ使用 

カテゴリは“ノーマル”もしくは”ランク４以下の道抜き” 
このテレイン内で最も平坦で地形の変化に富む場所を使っ
てナビゲーション能力をとことん問う（鍛える）メニューです。
“地図は本部で配布～”以降の記述は４．と同様になります。
２メニュー目以降での参加が前提で、参加費は各カテゴリ
一律で超格安の＋５００円です。 
 
 コース距離 ２．０ｋｍ アップ１１５ｍ １７コントロール  
 

７． その他必要物として、ｅ－ｃａｒｄレンタル ＋３００円 
２日間連続して借りておくことも可能です。基本はマイｃａｒｄ。 

８．  ４日の宿泊斡旋 ホテルファミテックに宿泊を申込まれた方
で急に参加できなくなった場合は直ちに大会主催者に連絡
下さい。但しＧＷ料金扱いになりますので、１泊２食５，０００円
になります。リストを渡してありますので、当日のチェックイン
手続き、お支払は各自で行って下さい。交通手段の無い方
の送迎は、手段のある方を紹介します（主催者は日光に長
期間家を借りて準備していますので、ファミテックには泊
まりません。）

 

【解説】 

申込は必ず（メール推奨、申込先は、スプリントの申込先のアドレスと同じ）事前に（５月３日２０時までに）連絡下さい。申込受

付担当者から受取確認メールを発信しますので、それを受け取った時点で受理されたものとします。返信メールが届かない場合

は、処理されていないことになりますので、何らかの通信事故等が考えられます。そういう場合は返信があるまで再送していただ

き、それでもおかしい場合は問合先に電話を下さい。事前の連絡無しでいきなり当日参加する場合は＋８００円（１メニューごと）と

一気に割高に設定しています。また当日の対応の優先順位も最後位であることを前提にご参加いただくことになります。但し、公

園内の新勧メニューのみ、いきなり当日いらっしゃっても地図などは用意済みで対応可能としています（でも出来る限り事前に連

絡いただきたいと思います）。いずれにしろ、申込用のエクセルファイル内にこれらのことは全て記入できるようになっていますの

で、できる限りｗｅｂから申込ファイルをダウンロードしていただき、メール添付で申込書を送付する形式で申し込んで下さい。 



スプリント以外のメニューの参加者リスト（４月３０日現在） 

  

５月３日２０時まで受け付けています。  

特製ミドル   

5 月 4 日   

ゴールド   

片桐拓登 ときわ走林会 レンタル 

栄森 貴久 みちの会 64193 

藤沼 崇 栃木県鹿沼市 487843 

桜井 剛 ES 関東クラブ 412602 

藤原 大樹 岩手県盛岡市 レンタル 

橋本 浩一 武相 OLK 410181 

塩田 彩人 武相 OLK レンタル 

佐藤 陽太 武相 OLK レンタル 

床並 忍 武相 OLK レンタル 

羽田 将弘 武相 OLK レンタル 

大城 真人 武相 OLK レンタル 

渡辺 竜希 武相 OLK レンタル 

川上 将広 武相 OLK レンタル 

戸上 直哉 東工大 OLT 180469 

立川 悠平 新潟大学 OC レンタル 

小池 英希 JANETS 157856 

小林 岳人 ES 関東 C 400816 

多比羅大 京葉ＯＬクラブ レンタル 

石井龍男 千葉 OLK 409862 

鈴木 挙直 京葉 OL クラブ 412644 

荒井 正敏 多摩 OL 409832 

加賀屋 博文 渋谷で走る会   

プラチナ   

天明 英之 東京ＯＬクラブ 412182 

田島 三郎 入間市 OLC 401738 

和田美千代 サン・スーシ レンタル 

中安 正弘 春日部 OLC 146723 

大野政男 下野 OL クラブ レンタル 

藤生 考志 東京ＯＬクラブ 413328 

田中 博 入間市ＯＬＣ 401288 

小泉 辰喜 東京ＯＬクラブ 409869 

渡邉 彩子 早大 OC 76935 

小林 正子 ES 関東 C 400817 

小林 璃衣紗 ES 関東 C 401592 

福田 雅秀 川越 OLC 411454 

シルバー   

山口 征矢 川口 OLC 146724 

田中 洋子 入間市ＯＬＣ 401295 

今井 信親 ワンダラーズ 479473 

高橋 厚 多摩ＯＬ 483410 

森川 正己 京葉 OL クラブ 172471 

中山勝 春日部ＯＬＣ 409792 

加賀屋 寿里 渋谷で走る会   

小野澤清楓 群馬大学 レンタル 

5 月 5 日   

ゴールド   

井口 良範 高崎 OLC レンタル 

曽原 直也 つばめ会 180467 

渡邉 彩子 早大 OC 76935 

笛木 勉 西蒲 OLC レンタル 

古林 琢 東工大 OLT   

プラチナ   

山本 博司 ES 関東クラブ 412158 

丸山 則和 みつけ OLC レンタル 

小池 英希 JANETS 157856 

斎藤 早生 チーム白樺 172915 

浦野 弘 入間市 OLC 412644 

宮本 佳記 朱雀 OK レンタル 

シルバー   

山本 陽子 ES 関東クラブ 408454 

原野 幸男 所沢ＯＬＣ 171793 

大場 隆夫 サン・スーシ 488155 

丸山 由美子 みつけ OLC レンタル 

笛木 典子 西蒲 OLC レンタル 

笛木 瑞歩 西蒲 OLC レンタル 

笛木 志歩 西蒲 OLC レンタル 

   

５月５日インカレミドルアゲイン  

ＭＥＡ   

藤生 考志 東京ＯＬクラブ 413328 

木村 優治 新潟大学ＯＣ 76966 

久須美 裕 新潟大学ＯＣ 183033 

佐藤 颯汰 新潟大学ＯＣ 157421 

村田 祐貴 新潟大学ＯＣ 79258 

新井 悠功 新潟大学ＯＣ 173284 

石井 伸明 新潟大学ＯＣ 76934 

高橋 祐貴 新潟大学ＯＣ 157851 

中村 浩之 新潟大学ＯＣ 76968 

久保 貴大 新潟大学ＯＣ 157422 



田中 圭 新潟大学ＯＣ 157828 

片桐拓登 ときわ走林会 レンタル 

栄森 貴久 みちの会 64193 

藤沼 崇 栃木県鹿沼市 487843 

桜井 剛 ES 関東クラブ 412602 

曽原 直也 つばめ会 180467 

大嶋 拓実 つばめ会 180468 

藤原 大樹 岩手県盛岡市 レンタル 

福西 佑紀 東京都文京区 レンタル 

清水 茂 群馬ＡＲＤＦ レンタル 

立川 悠平 新潟大学 OC レンタル 

小林 岳人 ES 関東 C 400816 

石井龍男 千葉 OLK 409862 

鈴木 挙直 京葉 OL クラブ 412644 

荒井 正敏 多摩 OL 409832 

ＷＥＡ   

今井 信親 ワンダラーズ 479473 

高橋 厚 多摩ＯＬ 483410 

小池 英希 JANETS 157856 

小林 正子 ES 関東 C 400817 

小林 璃衣紗 ES 関東 C 401592 

福田 雅秀 川越 OLC 411454 

宮本 佳記 朱雀 OK レンタル 

小野澤清楓 群馬大学 レンタル 

   

５月５日コントロールピッキング  

ノーマル地図   

原野 幸男 所沢ＯＬＣ 171793 

高村 陽子 上尾 ol クラブ 400770 

丸山 則和 みつけ OLC レンタル 

丸山 里那子 みつけ OLC レンタル 

今井 信親 ワンダラーズ 479473 

木村 優治 新潟大学ＯＣ 76966 

久須美 裕 新潟大学ＯＣ 183033 

佐藤 颯汰 新潟大学ＯＣ 157421 

村田 祐貴 新潟大学ＯＣ 79258 

新井 悠功 新潟大学ＯＣ 173284 

石井 伸明 新潟大学ＯＣ 76934 

高橋 祐貴 新潟大学ＯＣ 157851 

中村 浩之 新潟大学ＯＣ 76968 

久保 貴大 新潟大学ＯＣ 157422 

田中 圭 新潟大学ＯＣ 157828 

桜井 剛 ES 関東クラブ 412602 

大嶋 拓実 つばめ会 180468 

藤原 大樹 岩手県盛岡市 レンタル 

福西 佑紀 東京都文京区 レンタル 

小林 岳人 ES 関東 C 400816 

小林 正子 ES 関東 C 400817 

小林 璃衣紗 ES 関東 C 401592 

笛木 典子 西蒲 OLC レンタル 

笛木 瑞歩 西蒲 OLC レンタル 

笛木 志歩 西蒲 OLC レンタル 

小野澤清楓 群馬大学 レンタル 

道無し地図   

高村 卓 上尾 ol クラブ 410216 

藤生 考志 東京ＯＬクラブ 413328 

高橋 厚 多摩ＯＬ 483410 

栄森 貴久 みちの会 64193 

藤沼 崇 栃木県鹿沼市 487843 

曽原 直也 つばめ会 180467 

渡邉 彩子 早大 OC 76935 

立川 悠平 新潟大学 OC レンタル 

小池 英希 JANETS 157856 

福田 雅秀 川越 OLC 411454 

石井龍男 千葉 OLK 409862 

笛木 勉 西蒲 OLC レンタル 

荒井 正敏 多摩 OL 409832 

古林 琢 東工大 OLT   

   

新勧イベント   

加賀屋 博文 渋谷で走る会   

加賀屋 寿里 渋谷で走る会   

丸山 里那子 みつけ OLC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

今後の当社関連の大会予定 

今後のＹＭＯＥのイベントからも目が離せない！ ＹＭＯＥのｗｅｂを要チェック!! 

 

７月７日（日）霧ケ峰ロゲイン 運営参加 今年も新規拡大調査範囲があります。 

 

８月２４日～２５日（土・日） 駒ヶ根高原大会 （２５日は公認Ｂミドルと公認Ｓスプリント） 

  １月にプレ要項を発表させていただきましたが、３月の現地施設の申込開始にてすでにケビン村すべて満室

となりました。早々にご予約いただいた参加予定の方、誠にありがとうございます。４月２０日～２１日にも、ＷＯＣ

／ＪＷＯＣセレクションにあわせて一般参加者向け「駒ヶ根競技会」が、ナショナルチーム主催で行われます

（当社も全面協力）。そちらにも是非ご参加下さい。地図は夏向けに全面改訂し、一新致します。コースも重複

の内容に工夫します。プレ要項を出したまま止まっていますが、近日中に正式要項を発表します。 

 

８月３１日（土） ファミテック杯（９月１日 早大ＯＣ大会前日） いつもお世話になっているファミテックからたっ

ての要請をうけてエキサイティングな大会を開催します。スーパースプリント１０分３本勝負の合計でファミテッ

ク杯を争います。３戦目は完全ニューマップで逆チェイシング、関東パークＯツアー戦申請。 

 

９月１日（日） 早大ＯＣ大会（日光・毘沙門山） （当社が地図作成、学連が地図作成資金を供出し所有・渉外価活動も

ここが主体、大会開催は別団体という北欧で昔から割と普通にあったスタイルが日本でもようやく始まる、色々なハードル

の高さを越え大会開催に行き着くことで我が国のＯＬ界にもブレークスルーを起こすか・・・？） 

 

１１月１７日（日） 矢板にて、千葉大・東工大合同大会開催決定!! （学連の新ビジョンに沿った新しい大会開催の形

式の第二弾、４／６に開催の日取りも正式決定を致しました。前日にも何か当社で企画するかも・・・？） 

 

１２月１日 恒例の７人クラブリレー（滋賀県希望が丘）、全日本スプリント翌日 

 

１２月１４日（１２月１５日全日本リレー前日） 全日本リレー開会式会場に電車一本で１０分の所で前日イベント

開催の要請がありました。詳細未定。 

 

２０１４年２月９日 恒例の山リハリレー 栃木のテレインのどこか？ 

 

いずれにしても、ＹＭＯＥのイベントから目が離せない。ｗｅｂをチェック、公式ツイッターをフォロー、ｆａｃｅｂｏｏｋ

に友達申請をして情報をゲットして下さい（オリエンティアと判れば承認します）。 

 

 

 

 

 

 

 

インカレ準備中も、スタッフの中から“このテレイン・このコースはとにかく楽しい!!”とインカレ的装飾無しに、そういう感想が素直に出たテレ
インです。３月は忙しくて日光に来られなかった人も、インカレに来られた方も、また選手としてインカレ選手権に出場された方も、この面白く
て楽しくて白い日光のテレインを２日間の自分の都合のつく時間で楽しんでいって下さい。お待ちしております。尚、８月３１日早大ＯＣ大会前
日にファミテック杯を開催致します。 

いずれにしろ公認スプリント以外は、“山川キャンプ”のノリで、“楽しくユルく”行います。テレインの白さは抜群。 

春インカレ日光２０１２よりお知らせ 

 先の 2013 年 3 月開催の春インカレ日光にて、強風で販売パートごと避難したという混乱もありましたが、クラブの公式資料として

“全コントロール図”を買い求めにきたのに、入手できなかったという例が結構あったようです。そこで本大会でも追加で希望の方に

は頒布しようと思います。（価格は当日と同じ\500 です。もちろん売上はインカレ実行委員会に行きます。）また、大会報告書配布ま

での期間限定で通販にも対応しようと思います（価格は同じ、送料込）希望の方は地図を用意しますので、申込の備考欄にその旨

ご記入下さい。また大会には行けないが、通販で入手したいという方は、問合先アドレス（山川）までメールを下さい。 


