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TEAM 阿闍梨 

奥武蔵マウンテンオリエンテーリング 2017 

(OMO2017) 

 

【開催日】2017 年 3 月 4 日(土)雨天決行，荒天中止 

【主催】TEAM 阿闇梨 

【共催】阿闍梨 CUP2017 

【協力】NPO 法人埼玉県オリエンテーリング協会 NPO 法人 M-nop Club 阿闇梨 

【会場】ニューサンピア埼玉おごせ体育館 (350-0401 埼玉県入間郡越生町古池 700) 

    http://www.sunpiasaitama.com/access/ 

 

【タイムスケジュール】 

8:45-10:00 受付 

10:00-11:00 スタート  

15:30  フィニッシュ閉鎖 

17:00   会場閉鎖 

お願い 
自然あふれる奥武蔵でアウトドアアクティビティ、ナビゲーションスポーツを楽しみ、活動を続けていくために、

下記のことを特に気にしていただくようお願いします。参加者のみなさんの行動・発言が今後このエリア、この

ナビゲーションスポーツの発展に大きく影響する可能性があります。末永く活動し、みなで楽しんでいくために

どうぞご協力ください。 

 

1 自らの安全管理を徹底しましょう。スタート、関門、フィニッシュ閉鎖時刻を常に気にか

けてください。関門時刻になり次第、コントロール撤収を始めます。レースになるとどう

しても目の色を変えてしまいがちですが、関門時刻やフィニッシュ閉鎖時刻が近づいてき

たら途中でも終了する、あるいはショートカットしフィニッシュへ向かってください。 

 

2 地元の方、ハイカーに会ったら挨拶をしましょう。すれ違う、抜かすときは声をかけ歩く

ようにしてください。 

 

3 自然へのミニマムインパクトを心がけましょう。ゴミは捨てず、持ち帰りの徹底をお願い

します。（参加賞の空きビンについては回収します） 

 

4 地図に記された立入禁止・通行禁止エリア、民家やゴルフ場など私有地、常識的に考えて

立入不可と考えられるエリアには入らないでください。 

 

5 フィニッシュ閉鎖時刻に間に合わなさそうな場合は積極的に緊急連絡先に連絡を入れてく

ださい。 

 

6 今回の使用地図、使用エリアはイベント当日のみ許可を取っています。地図複製は禁止、

後日同コースに入ることも禁止します。

http://www.sunpiasaitama.com/access/
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【競技の個人必携装備】 

コンパス、携帯電話、水、補給食、ファーストエイドキット 

 

【競技の個人推奨装備】 

ホイッスル、防寒具、ライト、サバイバルシート、お金 

 

【競技ルール】 

ポイントオリエンテーリング形式です。スタート（△）からフィニッシュ（◎）まで地図に書かれたコントロール

（〇）を 1 から順番にチェックしてきてタイムが速いチーム（ソロ）から順位をつけます。コントロールは〇の中心

に置かれており、どのような場所にあるかは地図横にある位置説明表に記載されています。 

位置説明表にはそれぞれの関門時刻とコントロール識別番号が記載されています。 

関門時刻になり次第コントロール撤収を始めます。また関門に間に合っても競技時間、フィニッシュ閉鎖時刻に間に

合いそうにない場合、係員が先に進まず戻るよう指示することがあります。その場合は速やかに指示に従いフィニッ

シュに向かうか、ショートカットして回るようにしてください。 

間違って 1 つ先のコントロールに行ってしまった場合は、戻ってチェックし再び次のコントロールをチェックして

進みます。スキップして先に進むことはできません。 

（例） 3-4-5、と行くべく所を 3-5と行ってしまった場合、戻って 3-4-5 と進んでください。 

フィニッシュでは、置かれてあるコントロールにパンチングチェックしてください。それをもって競技終了とします。 

電子コンパス、高度計の使用は不可です。 

GPS はログをとるための使用は可能です。 

チームは必ず、いつも一緒に行動してください。離れて 1 人だけコントロールに向かい、1 人だけ待っているといっ

たことはしてはいけません。お互いの安全を維持するためにも必ず離れず行動しましょう。 

 

【使用地図】 

国土地理院の電子地形図および基盤地図情報をもとにし、小道や立入禁止エリア等追加修正した地形図。 

チャック付きポリ袋に入っています。 

縮尺 1:25,000 等高線間隔 10m 磁北線記載済み A4 サイズ 

 

【コース設定者】 柳下大 

 

【コースプロフィール】 

競技時間  5 時間 

エリート 直線距離 17.6 ㎞ 登距離 1500m 優勝設定 3 時間 20 分 

レギュラー・阿闍梨 CUP 直線距離 10.7 ㎞ 登距離 800m 優勝設定 1 時間 50 分 

 

【競技エリア情報】 

地図範囲の標高は 100-700m 程度で、概して急峻ですが尾根上には緩やかな地形も存在します。 

ルート選択にもよりますが、レギュラーは標高 400m 台、エリートは 600m 台まで登る可能性があります。 

競技エリアの山林の多くは植林された針葉樹林で植生は概ね良好です。山地の南斜面には山上集落が点在しており、
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梅の花に春の訪れを感じることでしょう。 

なお、民家や果樹園に立ち入らないようご注意お願いします。1 週前の時点で競技エリア内に積雪はほぼなく、当日

まで降雪もない予報となっています。 

 

【コース設定者柳下より】 

●レギュラー/阿闍梨 CUP  

基本的なナビゲーションとプランニング力を問う設定となっています。概ね道を利用してチェックポイント付近まで

到達することが可能ですが、スキルがあれば積極的なオフトレイルルートも選択可能で、幅広い実力に対応したコー

スとなっています。 

 

●エリート 

コースディレクターが考える「マウンテンオリエンテーリング」を、5 時間という制限時間の中で最大限に表現した

コースになっています。ナビゲーション技術の引き出しの多さを問う設定でありつつ、一方ではアドレナリン全開で

走るだろう区間もあります。そんなコースの振り幅を存分にお楽しみください。 

 

【当日の流れ】 

●会場 

会場はニューサンピア埼玉おごせの体育館です。正面エントランスより入場せず東側の白い建物脇を通って体育館へ

入場してください。入口が狭いため専用入口、専用出口と一方通行にします。 

画像を用いた詳細説明はこちらからご覧ください。 

https://www.teamajari.com/orienteering/20170304omo/news/ 

女子更衣室はニューサンピアさいたま越生施設内の女子更衣室をお使いください。 

体育館内は受付・荷物置き場を兼ねています。スタッフは常駐していますが、貴重品は各自管理して＜ださい。 

 会場レイアウト 
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●受付 : 

チーム・ソロ No.のレーンにお越しください。受付票提出と引き換えに計測用の E カード・参加賞をお渡しします。 

My カードの参加者は参加賞のみお受け取りください。 

 

●初心者説明 

オリエンテーリングのルール・やり方などを説明する初心者説明を随時行います。スタッフにお声がけください。受

付横にコントロールフラッグとユニットの見本を置きます。パンチのやり方をを確認しておきましょう。 

 

●スタート 

スタートエリアは会場から徒歩 10 分の場所です。誘導テープに沿って進んでください。 

指定されたスタート時刻の 3 分前に枠にお入りください。1 分ごとに前の枠に進みます。 

１分前になったら自分の地図を取ってください。（見ることができます） 

スタート時刻になったら目の前にあるスタートユニットに必ずパンチしてからスタートしてください。 

スタート場所が地図上の△となります。 

運営係員は特に時刻の確認、チーム・ソロの呼び出しはしません。各自時刻を確認して入るようにしてください。 

 

●競技中 

トイレについては地図に記載された場所で済ませてください。自動販売機の使用は可能ですが設置数は多くありませ

ん。 

 

●関門時刻 

各コントロールには関門時刻が設定されています。地図横にあるコントロール位置説明とともに記載されていますの

で確認してください。また関門時刻になるとすぐにコントロールは撤収されていきます。関門時刻を過ぎてしまった

チーム・ソロ参加者は失格となりますのですみやかにフィニッシュに向かう、あるいは次のコントロールに向かわず

ショートカットしフィニッシュ閉鎖の時刻までに戻るようにしてください。 

途中、関門・フィニッシュ閉鎖時刻が近づいている場合は係員がショートカット、フィニッシュへ向かうよう促す場

合があります。指示に従ってください。 

 

●運営係員待機場所(マーシャルポイント) 

地図上に記された場所に係員が待機しています。チーム・ソロ No.を申告するようにしてください。 

 

●緊急の事態が起こったとき 

何かしらトラブル等が発生した場合は、地図上に記された緊急連絡先へ連絡してください。 

救急等の緊急事態が発生した場合は、まず最初に 119/110 へ連絡をお願いします。その後緊急連絡先へ連絡してく

ださい。 

 

●フィニッシュ 

フィニッシュは会場すぐ横です。フィニッシュ閉鎖時刻は 15 時 30 分です。それまでに必ずフィニッシュしてくだ

さい。フィニッシュに置いてあるコントロールユニットにパンチすると競技終了になリ、競技時間の計測が終わリま
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す。記録の読み取りを行いますので、そのまま帰らず体育館内の計測デスクまでお越しください。 

 

●リザルト 

速報リザルトを掲示します。後日ウェブサイトにて各レッグタイムなど詳細リザルトを掲載します。 

 

●表彰 

表彰式はありません。後日各クラス上位 3 チーム（レギュラーはソロ含む）に賞状、賞品をお送りします。 

エリートソロは表彰対象ではありません。 

 

【交通手段】 

●駐車場 

自家用車の場合は、ニューサンピア埼玉おごせ施設内にある第 2駐車場をご利用ください。他駐車場は一般来客者用

となりますので必ず指定の場所に停めてください。 

 

●公共交通 

JR・東武越生駅より路線バスが運行しています。下記を参考にしてください。(最新の時刻表は各自ご確認ください) 

 所要時間約 10 分。 

運行会社：川越観光バス(http://www.asahibus.jp/html/station/st_ogose.html) 

越生駅―＞ニューサンピア埼玉おごせ 行き先：黒山、ニューサンピア埼玉おごせ 

8:36 9:25 9:51 

ニューサンピア埼玉おごせ－＞越生駅  行き先：越生駅 

12:15 12:41 13:40 13:45 14:34 14:52 15:38 16:21 16:50 17:30 

 

※追記 2017.2.27 当日会場周辺の交通状況について New!! 

 当日は越生梅林で梅まつりを開催中、周辺は交通渋滞が予想されます。路線バス運行についてもおよそ 20-40 分の

遅れが発生する可能性があるとのことです。また越生駅から乗車するバスが集中する可能性があります。 

下記時刻の路線バスは会場バス停は経由しませんが、手前のバス停『中津久根』で下車し、橋を渡り北上して 800m

歩くと会場のニューサンピア埼玉おごせに到着します。こちらもご利用ください。なお、越生駅と会場間は約 3.5 ㎞

です。 

越生駅発 『中津久根』バス停下車、徒歩約 800m 

8:01(黒山行き) 8:55(臨時：越生梅林行き) 9:32(臨時：越生梅林行き) 

 

【注意事項】 

・フィニッシュをせず無断で帰宅することのないようにお願いします。その場合行方不明者として捜索対象になって

しまいます。 

・一般社会常識の中での競技となリます。交通法規を遵守することからはじまリ、ゴミを落とさないなど、競技範囲

内でのマナーは一般常識と同じです。これらを守れない人は参加できません。 

・傷害保険には加入しますが、参加者は自分の貴任で自己の安全を守ってください。 

・天候その他（地震・悪天候、新型インフルエンザの流行など）の理由により大会を中止することがあリます。その
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場合であっても参加費の返金はしませんので、あらかじめご了承ください。 

・オリエンテーリングには、径我・病気につながる事故が発生する危険性が潜んでいます。イベント運営者は、安全

確保・説明と万がーの際の迅速な事故対応に最大限に努めますが、参加者のみなさんも安全管理に一定の責任を負っ

ている旨をご理解いただき、安全な催行にご協力ください。また、不慮の事故が発生し、医療機関での治療が必要と

なった場合は、イベント運営者は加盟の傷害保険の範囲内で対応いたします。ただし、既往症の発病に関しては、保

険の適用はあリません。 

・地図、計測カードをなくさないようご注意ください。レンタルした計測カードを紛失した場合、実費（6000 円）

を頂きます。 

・私有地への立入リ等、地域の迷惑になる行動は厳禁です。 

・ゴミや不要となった物は全て自宅までお持ち帰り＜ださい。 

・万がートラブルが発生した場合は、速やかに主催者に連絡してください。 

・大会中の写真・映像・記事・記録などの肖像権・掲載権は主催者に属します。 

・参加者は自己の責任において体調を管理し、体調が悪＜なった場合には主催者に連絡するとともに、すみやかに競

技を中止してください。 

・主催者は大会中の傷病や事故などに際し、応急措置を除いてー切の責任を負いません。 

・年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。代理出場については受付票提出時に申

告してください。 

・未成年者は、保護者の同意を得て参加してください。 

・イベント中の紛失・盗難、事故などについての一切の責任を負いませんので、貴重品の管理は参加者個人でお願い

します。 

 

【そのほか】 

●梅まつり開催中 

当日は会場周辺の越生梅林にて梅まつりが開催中です。道路等混雑している可能性がありますので、早めのご来場を

おすすめします。 

 

●日帰り温泉 「梅の湯」 

ニューサンピア埼玉おごせ内の日帰り温泉「梅の湯」をご利用いただけます。1F フロントに料金をお支払いのうえ、

ご入浴ください。(料金：780 円) 

http://www.sunpiasaitama.com/facilities/umenoyu.html 

 

 

●お土産 

ニューサンピア埼玉おごせ１F フロント横には越生、奥武蔵の名産品のショップがあります。ご利用ください。 

●食事 

施設内でも食事ができます。ご利用ください。 

ニューサンピア埼玉おごせ本館 2F レストラン 14:00 ラストオーダー 14:30 まで 

日帰り温泉梅の湯 20:30 まで（食事のみの利用も可能） 

 

http://www.sunpiasaitama.com/facilities/umenoyu.html
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●会場販売 

ミニマリストコンパス：Ra-shin0、磁針の止まりが早いモスクワコンパス、TRIMTEX ウェア、inov-8 シューズなど

予定しています。 

 

【個人情報の取リ扱いについて】 

主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護

方針に基づき、個人情報を取リ扱います。 

 

【問合せ先】 田島 メールアドレス:rika7@teamajari.com 当日のみ： 080-1140-1523 

 

【計測カード（E-card）とユニット】 

コントロールの通過証明はユニットと E カード（計測カード）を使用します。 

コントロールにはコントロールユニットと呼ばれる器具がコントロールフラ

ッグ（白とオレンジの目印）とともに設置します。コントロールユニットは

それぞれ異なった識別番号が割り当てられています。 

例えば地図のコントロール位置説明で 

1（45）谷 

とある場合は、地図上の 1 番のコントロールは谷であり、正しくそのコント

ロールにたどり着いた時の識別番号は 45 番ということです。46 番や 44 番

といった違う識別番号のコントロールを見つけた場合は、違うクラスやコー

スの識別番号を意味します。 

 

参加者のみなさんは E カード（計測カード）を必ず持ってスタートします。コントロールではユニットに E カードを

きちんとはめなくてはなりません。それにより電子的な通過記録が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E カード（色、ディスプレイが違う可能性あります）      コントロールではユニットにきちんとはめます 
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【主な地図表記】 

 民家等敷地、耕作地・果樹園等も立入禁止です。事前に十分に理解したうえで競技に臨んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受付票】 


