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　　　　　　　スプリント　ｉｎ　海老名
　　　　　　　　併設　海老名市民大会
　　　　　　　　　　　プログラム

　　　　　　　　　　期　日　  　　２００８年２月２日（土）　雤天決行・荒天中止
　　　　　　　　　　集合場所　　　海老名市立下今泉コミュニティセンター
　　　　　　　　　　主　催　    　オリエンテーリングクラブ　サン・スーシ
　　　　　　　　　　後　援　（社）日本オリエンテーリング協会
　　　　　　　　　　　　　　  　　神奈川県オリエンテーリング協会
　　　　　　　　　　　　  　　　　海老名市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　  　　　海老名市観光協会
　　　　　　　　　　協　力　　　　海老名市立下今泉コミュニティセンター
　　　　　　　　　　　　  　　　　神奈川県立相模三川公園
　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県相模川総合整備事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県厚木土木事務所

          ごあいさつ
　　　　　　                                                         　　オリエンテーリングクラブ　サン・スーシ会長　尾上秀雄

　　この度はサン・スーシ大会にご参加いただきましてありがとうございます。
　私たちサン・スーシは過去３０年間、神奈川県丹沢山系を中心に自らの手で新しいテレインの開拓を行い、
　みなさまに提供して来ました。
　オリエンテーリングをよりスリリングに、かつ観客にも見えるスポーツにしようという、世界的な動きの
　中で生まれたスプリント種目は、新しいテレイン開拓の道を開いてくれました。
　今回は「河川敷」という今まででは思いも付かなかった場所での開催です。
　比高のほとんど無い場所でのスピーディ なオリエンテーリングは高い集中力を必要とします。
　今までとは一味違った難しさをお楽しみください。
　ＧＰＳ、ＳＩなど、最新のＩＴ技術を駆使したテレイン開発、大会開催を今後も続けて行きたいと思います。
　最後になりましたが、この大会開催にご理解ご協力をいただいた関係各所に感謝いたします。

１．アクセス 
　　　　（電車）　　　　　　　　　　　　　　　(車）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集合場所の駐車場は使用禁止です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海老名駅北口の有料駐車場をご利用ください。

海老名駅周辺の駐車場

Ａ (ダイレクトパーク海老名上郷２） Ｂ （三井のリパーク）

１００円/６０分、５００円/ ２４Ｈまで １００円/６０分、７００円/ ２４Ｈまで

Ｃ （ＮＰＣ） Ｄ （小田急パーキング）

１００円/６０分、８００円/ １２Ｈまで １００円/３０分、９００円/ １２Ｈまで



２．集合場所＝更衣所（第１会場：海老名市立下今泉コミュニティセンター）
　　　　　相鉄線海老名駅北口　→　集合場所　（徒歩約１５～20分）
　　　　　＊　地図を参照　（テープ誘導はありません）
　　　　　＊　コミュニティセンターの開場時刻は９：４５、　閉場時間は１６：００です。　
　　　　　＊　会場配置図は当日現地に掲示します。

 　　　　　

3.  大　会　の　流　れ

集合場所まで黄色テープ誘導

※ 徒歩１０～１２分

当日申込者（スプリント）事 前 申 込 者 市民・キッズ

更衣所（今泉コミュニティセンター）

スタート地区まで赤色テープ誘導

※ 徒歩１０～１２分

※ 誘導区間の途中にウオームアップ

集合場所（今泉コミュニティーセンター）
（＊会場配置図は、当日掲示します）

マイＳＩカードの方は ＳＩカードレンタルの方は 当日受付の方は

受付へ 直接更衣所へ 受付へ

スタート (１１:００から）

競 技

フイニッシュフイニッシュ

第２会場 （三川公園パークセンター）

※市民クラス・キッズの方は、直接

三川公園パークセンターにおいで

下さい

※スプリント参加でお子様が

キッズ参加の方はゴール後に

スタート (１０:００から）



４．テレイン・地図について
　 ４－１　テレインプロフィール
　　　　道走りはほとんどなく、地図読みと直進の技術が要求されるコースになっています。
　　　　ほとんどがフラットなので、スピードと技術のバランスが要求されるでしょう。
　　　　河川敷には、小さな池が数多く点在する地域、走行可能度Aのオープンの中にヤブが
　　　　点在する地域、まっ平らな中に特徴物が点在する砂利地などがありコースはこれらを
　　　　巧みに使用して組み立てられています。

 　４－２　地図
　　　　　◆縮尺　　１：４０００、　等高線間隔　２ｍ　　　通行可能度４段階
　　　 　　　２００８年　サン・スーシ　ニューマップ
　　　 　　　地図記号表記　　　　ＪＳＳＯＭ２００７準拠
　　　　　　　　　　　　　　　　　特殊記号　　　黒のＸ　　石碑・ほこら、　　　黒の○　　　健康器具
　　　 　　　コントロール位置説明　　　ＩＯＦ記号による　ただし、Ｎ・市民クラスは日本語表記です。

５．コース一覧とウイニングタイム

    コース    クラス   　コース距離　ウイニング   　コース    クラス　   コース距離 　ウイニング 
                                     タイム(予想)                                    タイム(予想) 

    　１  　　Ｍ２１Ａ　 ２.２ｋｍ    　１４分　     ４　　   Ｍ１８Ａ　　１.６ｋｍ 　１５分　

    　２　  　Ｍ３５Ａ   １.８ｋｍ　  　１５分　　　        　Ｗ２０Ａ 　　       　　１６分

　　　　　　　Ｍ２０Ａ　　　　　　　　　１６分　     ５　     Ｗ５０Ａ    １.５ｋｍ   １６分

        　　　Ｗ２１Ａ　          　　　１６分　              Ｗ１８Ａ　　    　　　　１８分

 　　 ３  　　Ｍ５０Ａ   １.７ｋｍ    　１６分       ６        　Ｎ　     １.２ｋｍ 　１５分

　  　　　　　Ｗ３５Ａ　          　　　１８分

　　　　　競技時間は、全クラス５０分です。　競技時間を越えた場合は、失格となります。

　　            当日申込みのクラスはＯＡＬ（コース１）、ＯＡＳ（コース３）、ＯＮ（コース６）の予定です。

更衣所（今泉コミュニティセンター）

荷物をお持ちになって、スタート用

赤色テープ誘導で 第２会場へ

（三川公園パークセンター）

第２会場（三川公園パークセンター）

大会本部

スプリント 市民クラス キッズ

速報 速報 参加賞

表彰式 表彰式

大会終了



６．受付（下今泉コミュニティセンター）
　　　◆事前申込者
　　　　　＊ＳＩカードレンタルの方は受付を通る必要はありません。
　　　　　＊マイＳＩカードの方はSIカードのクリアを行いますので、必ず受付に申し出てください。
　　　◆当日申込み者
　　　　　＊受付時間１０時００分～１１時３０分
　　　　　＊申込書に必要事項を記入し、参加費をお支払い下さい。
　　　　　＊スタート時刻は申し込みと同時に指定します。
　　　　　＊ＳＩカード・スタートカード・プログラムをお取り下さい。

７．公式掲示板
　　　　◆　競技に関する注意事項、変更事項を掲示します。

８．更衣所・ＳＩカード
　８－１　更衣所・ＳＩカード配布
　　◆更衣所は和室の”集会場１，２、休養室”です。　女子更衣室は”レクレーション室”内の更衣所になります。
　　　　（詳しいレイアウトは会場に掲示します）
　　◆（事前申込み者の方へ）レンタル希望者のＳＩカードは、ＳＩカード配布所に置いてありますのでご自分の
　　　　名前のＳＩカードをお持ち下さい。
　　◆コントロールユニットの見本を設けます。　この見本でパンチの試しを必ずやってください。
　　　　反応のない場合には受付に申し出てください。
　　◆更衣所は飲食・喫煙禁止です。
　　◆自分で出したゴミは必ず持ち帰るようにして下さい。

　８－２　ＳＩカードについて
　　　　◆本大会では全参加者がSportＩｄｅｎｔ社製電子パンチ（以下ＳＩ）システムを使用します。
　　　　◆ＳＩシステムは、選手個人が持つ「ＳＩカード」（右写真）を各コントロールに設置してある
           「ＳＩユニット」に差し込むことでコントロール通過が成立します。（光と音で確認できます）
　　　　◆ＳＩカードを紛失された方は失格となります。　また、ＳＩカードを破損・紛失された場合は
           実費(４０００円）を申し受けますので紛失されないよう、ご注意ください。

９．競技
　　　　◆コントロールは指定された順番で回ってください。
　　　　◆コントロールでは必ず番号を確認してから、ＳＩカードをユニットの穴に差し込んでパンチしてください。　
　　　　◆複数のユニットが設置されているコントロールがありますが、どちらを使用してもＯＫです。
　　　　◆万一、光らず　音が鳴らない場合は、備え付けの機械式パンチを地図のリザーブ欄にパンチしてください。
　　　　◆パンチの順番を間違えても、間違えた所から再度正しい順番でコントロールを回れば、正規の記録となります。
　　　　◆怪我人を発見した場合は、場所・状況を役員に連絡してください。　怪我人の救助は競技より優先されます。

　９－１．スタート
　　　　◆ＳＩカードのない方はスタートできません。また、スタートカードを渡された方はそれも忘れずにお持ち下さい。
　　　　◆時刻表示は現在時刻を示しています。
　　　　◆スタート地区は住宅隣接の為、静粛にする様お願いします。
　　　　◆スタート方法
　　　　　　３分前　　：　自分の参加クラスの枠に入ってください。
　　　　　　２分前　　：　枠を１つ進み、位置説明を取ってください。
　　　　　　１分前　　：　枠を１つ進み、係員にＳＩカードを提示してください。
　　　　　　スタート　：　ブザーが鳴ったらスタート枠前方のスタートユニットにＳＩカードを差し込み地図をとってスタート
　　　　　　　　　　　　　　して下さい。この時間が正規スタート時間となります。
　　　　　　　　　　　　　　スタート後は赤白テープ誘導に沿って進むと、コントロールフラッグがあります。
　　　　　　　　　　　　　　ここが地図上のスタート地点（△印）となります。
　　　　◆遅刻者は、遅刻者枠で係員の指示に従ってください。
　　 　　　遅刻者の記録は、正規のスタート時刻から計算して、正規の記録として扱います。
　　　　◆スタートは”１２時３０分”に閉鎖します。　閉鎖時刻以降はスタートできませんのでご注意下さい。
　９－２．フィニッシュ
　　　　◆最終コントロールからフィニッシュまでは、赤白テープ誘導です。
　　　　◆フィニッシュはパンチングフィニッシュです。　フィニッシュユニットは複数設置されておりますが、
　　　　　　どれでも使えます。
　　　　◆地図のリザーブ欄を使用しパンチをした場合は、役員に申告しＳＩカードと地図を渡してください。
　　　　◆フィニッシュでは苦情・申告等は受付けられません、大会本部でお願いします。
　　　　◆フィニッシュで地図回収を行ないません。　（スタート前の方に地図を見せないで下さい。）
　　　　◆フィニッシュから下今泉コミュニティセンター会場までは、黄色テープ誘導で約１０～１２分です。
　　　　◆速報・表彰式は第２会場（三川公園パークセンター）で行ないますので、集合場所で着替えをされた後
　　　　　　スタート用赤テープに沿って第２会場にお越し下さい。



１０．第２会場と大会本部（三川公園パークセンタ）にて
　　１０－１　申告
　　　　　◆　申告・問合せは、書面で大会本部に提出してください。回答は大会本部に掲示します。
　　１０－２　欠席者地図
　  　　　◆スタート閉鎖時刻の３０分後を目安として、欠席者の地図を第２会場で返却いたします。　
　　   　　　欠席者の地図の郵送は行ないません。
　　１０－３　表彰式
　　　　　◆表彰式は第２会場で行ないます。
　　　　　◆各クラスの上位３位までを表彰します。　（但し、当日クラスは除く）
　　１０－４　成績表受付・地図販売
　　　　　◆成績表受付・地図販売は１２時３０分頃より第２会場で行ないます　
     　　       成績表　　３００円　　　　全コントロール図　　３００円　　　　コース図　　２００円
　　　　　　　なお、本大会の成績は成績確定次第、Ｗｅｂ上でも公開します。
　　　１０－５　救護所
　　　　　◆第２会場内に救護所を設置します。　

１１．注意事項
　　　　◆　すべてのクラスで部分的に砂利地を走ることになります。　転倒時に怪我をする可能性が
　　　 　　　ありますので、「短パン、半そで」は推奨しません。　また手袋を着用することをお勧め致します。
　　　　◆　走行スピードを上げると、葦などで目をけがする可能性がある場所がありますので、気をつけてください。
　　　　　　　アイグラスをお持ちの方は、着用をお勧めします。
　　　　◆　靴の制限はありません。
　　　　◆　競技終了は１４：００です。　競技途中であってもこの時刻までに競技を終了してください。
　　 　　　　コントロール及びフィニッシュはこの時刻に撤収・閉鎖されます
　　　　◆　競技途中で棄権する場合も、必ずフィニッシュを通過してください。
　　　 　　　やむを得ずフィニッシュを通過できない場合でも、なんらかの方法で役員に連絡してください。
　　　　◆　大会当日の天候により主催者が参加者の安全が確保できないと判断した場合は、大会を中止します。
　　　　 　　なお、大会が中止の場合でも参加費の返金は行いませんのであらかじめご了承ください。
　　　　◆　スポーツ傷害保険には主催者側で加入しますが、万一に備えて健康保険証、又はコピーをご持参ください。
　　　　◆　主催者は参加者が自分自身及び第三者に与えた損害に対し一切責任を負いません。
　　　　◆　第１会場、第２会場とも近くに食堂はありません。昼食はコンビニなどであらかじめご用意下さい。
　　　　◆　ごみは各自自宅までお持ち帰りください。　会場周辺には絶対に捨てないでください。

１２．大会運営へ協力のお願い
　　　　　◆　会場の清潔な利用 へのご協力をお願い致します。
               本大会は尐人数での運営となりますので、スムーズな運営にもご協力お願い致します。　

１３．海老名市民オリエンテーリング大会
　　　　　初心者、初級者の方を対象としたオリエンテーリングを楽しんで頂ける様なコースとなっています。
　　　　　＊初心者説明－－－競技方法等がよくわからない方には説明いたします。
　　　　◆受付場所　　　県立相模三川公園　パークセンター
　　　　◆受付時間　　　１０時から１２時を予定
　　　　◆地図　　　　　　縮尺１：４０００　　　　等高線間隔　　　２ｍ
　　　　◆参加方法　　　当日、県立相模三川公園パークセンターへお出で下さい。　
　　　　◆参加クラス　　市民クラス　となります
　　　　◆参加料　　　　２００円／人
　　　　◆コントロール通過チェック　　　　ＳＩカード（電子式パンチ）を使用します。
　　　　　　（初めての方には、ＳＩカードの使用方法を説明いたします。　また、練習用ユニットを設置します。）

１４．キッズ・オリエンテーリング大会
　　　　　幼児や小学低学年の方を対象にしたオリエンテーリングです。地図が読めなくてもコンパスを使わずに
　　　　　テープをたどってコントロールを見つけ、ゴールするゲームです。　一人で、また親子で公園内を
　　　　　たどるたのしい遊びです。
　　　　◆受付場所　　　県立相模三川公園パークセンター
　　　　◆受付時間　　　１０時から１２時を予定
　　　　◆地図　　　　　　縮尺１：２０００　　　　等高線間隔　　　２ｍ
　　　　◆参加方法　　　個人・親子・グループ等制限はありません。　
　　　　◆参加料　　　　無料
　　　　◆コントロール通過チェック　　　　地図のパンチ欄にパンチします。
　　　　◆ゴール後の楽しみ　　　　幼児・小学生には景品を差し上げます。ただし数に限りが有ります。（先着順）

１５．問合せ先　（大会全般に関するお問い合わせは）
　　　　◆　前日までは       ＯＬＣサン・スーシ　　久保井輝政　（クボイ　テルマサ）
　　　　　                        　　　Ｅ－Ｍａｉｌ　　　　　ｔｅｒｕｍａｓａ＠ｒｄ５．sｏ－ｎｅｔ．nｅ．jｐ
　　　　　　                        　　ＴＥＬ（携帯）　　　０８０－１０４５－０８２９
　　　　◆　当日は           ＯＬＣサン・スーシ　　久保井輝政　（クボイ　テルマサ）
　　　　　　                        　　ＴＥＬ（携帯）　　　０８０－１０４５－０８２９



スプリント　ｉｎ　海老名大会スタートリスト

クラス クラブ
スタート
時間

ＳＩカード
番号

クラス クラブ
スタート
時間

ＳＩカード
番号

M21A 国沢 五月 トータス 11:00 407592 M50A 鈴木 健夫 京葉OLクラブ 11:00
M21A 福田 雅秀 川越ＯＬＣ 11:01 338718 M50A 河北 範夫 11:01
M21A 藤沼 崇 ES関東C 11:02 M50A 海老沢正 東京OLクラブ 11:02 479632
M21A 真部 哲治 サン・スーシ 11:03 M50A 堀本 洋 11:03
M21A 尾崎 高志 Tｅａｍ白樺 11:04 M50A 五十嵐則仁 横浜OLクラブ 11:04 342478
M21A 山口 拓也 札幌農学校 11:05 M50A 中山 勝 春日部ＯＬＣ 11:05
M21A 三宅 文彦 ＯＬＣルーパー 11:06 241785 M50A 高原 進 SKI-O 11:06
M21A 竹中 庸 神奈川県大和市 11:07 M50A 榎本 武 ソニーＯＬＣ 11:07
M21A 野本 圭介 麻布学園ＯＬＫ 11:08 M50A 大河内忠義 YOLLC 11:08
M21A 土井 聡 ES関東C 11:09 M50A 西沢 久夫 横浜市ＯＬＬＣ 11:09
M21A 藤生 考志 東京OLクラブ 11:10 212204 M50A 長谷川博之 座間市 11:10
M21A 松澤 俊行 三河OLC 11:11 212267 M50A 野中 好夫 多摩ＯＬ 11:11
M21A 西田 陽一 ドーコンＪＣ 11:12 M50A 山西 一徳 入間市OLC 11:12
M21A 丸藤 純 岩手大学 11:13 M50A 金井 一 高崎OLC 11:13 403562
M21A 山本 真司 ES関東C 11:14 M50A 渡辺 和彦 横浜ﾘｰﾀﾞｰｸﾗﾌﾞ 11:14
M21A 早野 哲郎 京葉OLC 11:15 M50A 鈴木 英一 横浜市栄区OLC 11:15 231975
M21A 小河原成哲 丘の上 11:16 M50A 中安 正弘 春日部ＯＬＣ 11:16
M21A 安藤 克美 早大OC寿会 11:17 M50A 山本 博司 11:17
M21A 小暮 喜代志 ES関東C 11:18 M50A 小林 二郎 愛知OLC 11:18 404356
M21A 後閑 茂弘 丘の上OLC 11:19 M50A 原野 幸男 所沢ＯＬＣ 11:19
M21A 中村 貴史 杉風会 11:20 241764 M50A 山川 和章 春日部ＯＬＣ 11:20
M21A 山口 大助 ES関東C 11:21 M50A 石田 亘宏 愛知ＯＬＣ 11:21 212281
M21A 林 武彦 チームラタマキュー 11:22 M50A 鈴木 榮一 千葉OLK 11:22 483407
M21A 吉村 年史 京葉OLクラブ 11:23 M50A 寺尾 孝 横浜ＯＬクラブ 11:23 338605
M21A 深井 淳之 横浜市栄区OLC 11:24 404286 M50A 高橋 厚 多摩ＯＬ 11:24 353256
M21A 神山 康 ふとったデブの会 11:25 M50A 天明 英之 東京OLクラブ 11:25
M21A 加藤 弘之 ES関東C 11:26 M50A 西岡 道夫 調布市ＯＬ協会 11:26
M21A 大塚 友一 京葉OLクラブ 11:27
M21A 紺野 俊介 横浜OLクラブ 11:28 M18A 遠藤 豪志 麻布学園ＯＬＫ 11:32
M21A 番場 洋子 ぞんび～ず 11:29 800113 M18A 田中 悠 麻布学園ＯＬＫ 11:33
M21A 井上 仁 ＯＬＣレオ 11:30 M18A 尾崎 弘和 麻布学園ＯＬＫ 11:34

M18A 大玉 浩嗣 麻布学園ＯＬＫ 11:35
M35A 倉部 淳 Ｓｏｐｈｉａ 11:00 M18A 和田 遼太郎 麻布学園ＯＬＫ 11:36
M35A 田中 徹 京葉OLクラブ 11:01 M18A 木村 友佳 才教学園中学校 11:37
M35A 櫻庭 健一 11:02 M18A 土取 佑輔 麻布学園ＯＬＫ 11:38
M35A 天野 仁 横浜OLクラブ 11:03 M18A 水野 元春 麻布学園ＯＬＫ 11:39
M35A 上条 圭 方向音痴会 11:04
M35A 本間 信行 越王会 11:05 W21A 横澤 夕香 ES関東C 11:22
M35A 藤島 英史 調布市OL協会 11:06 W21A 石山 佳代子 横浜ＯＬクラブ 11:23
M35A 小峰 利憲 11:07 W21A 山口 季見子 ES関東C 11:24
M35A 木村 治雄 入間市ＯＬＣ 11:08 W21A 大澤 貴子 11:25
M35A 齋藤 貴之 ときわ走林会 11:09 W21A 渡辺 円香 ES関東C 11:26
M35A 木村 佳司 長野県OL協会 11:10 W21A 松永 真澄 早大OC 11:27
M35A 齋藤 英之 川越ＯＬＣ 11:11 W21A 土井 美晴 ES関東C 11:28
M35A 茅野 耕治 ワンダラーズ 11:12 W21A 笠原 綾 ふとったﾃﾞﾌﾞの会 11:29
M35A 町井 稔 11:13
M35A 小林 岳人 ES関東C 11:14 W35A 齋藤 まどか 川越OLC 11:27
M35A 北畠 敏幸 多摩ＯＬ 11:15 W35A 木村 初美 長野県OL協会 11:28
M35A 田代 雅之 11:16 405664 W35A 小林 正子 ES関東C 11:29
M35A 梅林 誠司 みちの会 11:17 W35A 天野 理香 横浜OLクラブ 11:30
M35A 宍戸 祐司 ソニーＯＬＣ 11:18
M35A 二木 誠 ソニーＯＬＣ 11:19 W50A 寺尾 美智子 横浜ＯＬクラブ 11:41 338606
M35A 城森 博幸 ＯＬＰ兵庫 11:20 W50A 山本 陽子 11:42
M35A 小泉 辰喜 丘の上 11:21 W50A 堀本 睦 11:43

W50A 石田 美代子 愛知ＯＬＣ 11:44 212251

N 石橋 諭 麻布学園ＯＬＫ 11:46
N 小林 璃衣紗 ES関東C 11:49
N 国沢 楽 トータス 11:52
N 萱島 達雄 11:55
N 国沢 琉 トータス 11:58
N 森　 峰子 12:01
N 森 勇樹 12:04

名　前 名　前


