
ClubCup2008 in Kaga Coast 

２００８年（第１６回） 

クラブカップリレーオリエンテーリング大会 
公認加賀海岸ミドル（カテゴリＢ）大会、アフターキャンプもあります。 
２００８年８月２３日（土）ミドル・２４日（日）クラブカップ・２５～２６日（月・火）アフターキャンプ 

 

 

 

 

 

 

    

至宝・加賀海岸 
２００８年のクラブカップリレーオリエンテーリング大会は石川県で開催します。北陸地区では初めての開催で、昨年開催の全日本リレ

ー選手権の地図資産を有効活用するとともに、地図作成にかかる経費を２年に渡って分担して負担しています。 

競技地域は海岸近くに広がる広大な砂丘地帯。明治時代に大規模植林が行われ、今では砂丘全体が黒松で覆われた丘となっています。

真夏でも下草が生えてきません。なだらかな丘陵が広がるテレインは、越えるのに障害となるような急傾斜の尾根、沢がありません。森

の中を自在に走ることができる、オリエンテーリングの本場北欧に比肩するわが国では本当に数少ないテレインです。そんな至宝・加

賀海岸を仲間とリレーで走りませんか。 

クラブカップは上位を目指す者だけの舞台ではありません。７つの区間それぞれで課題が異なり、クラブの中のあらゆる人が、年齢や

男女に関係なく全員で参加して楽しむ形態を取り続けています。全員でベストを尽くすこと、そして仲間とオリエンテーリングを楽しむこ

と。それがクラブカップの目指す姿です。 

普段とは違うテレインですので、慣れも必要でしょう。前日には、公認加賀ミドル大会で足慣らし、またお時間の許す方は大会後も残っ

て垂涎のテレインでアフターキャンプをお楽しみ下さい。 
 
主催：ジェネシスマッピング 

共催：石川県オリエンテーリング協会 

後援：加賀市教育委員会 

協力：北信越地区オリエンテーリングクラブ連絡協議会 

    金沢大学オリエンテーリングクラブ 

    新潟大学オリエンテーリングクラブ 

    orienteering.com 

タイムスケジュール 
 

開催日 イベント 会場 受付時間 スタート時間 フィニッシュ閉鎖 

8/23（土） 公認加賀ミドル大会（カテゴリ B） 瀬越キャンプ場 11:30～13:30 13:00 頃～14:30 16:30  

8/24（日） クラブカップリレー 緑が丘小学校 7:00～7:45＊ 
8:00（クラブカップ）* 

8:10（ベテランカップ） 
15:00* 

8/25（月） アフターキャンプ 瀬越キャンプ場 － 9:00～ 15:30（予定） 

8/26（火） アフターキャンプ 瀬越キャンプ場 － 9:00～ 13:30（予定） 

   ＊：要項発表後もリサーチ継続、例年通りに 8:30 スタートになることもあります 

申込締切 
８月１２日（メール送信・ＦＡＸ到着分有効） 
 
会場への交通案内（テープ誘導は設置しません。プログラムの図のみで案内） 
【自家用車】北陸自動車道「加賀ＩＣ」より、瀬越キャンプ場まで約４．５ｋｍ。瀬越キャンプ場から緑が丘小学校まで７５０ｍ。小松空港か

らは約２２ｋｍ。 

【公共交通】ＪＲ北陸本線「大聖寺」駅から「塩屋」行バスで終点下車。瀬越キャンプ場まで徒歩１．１ｋｍ。土曜のミドル競技は、バス便によ

るアクセスでも参加可能ですが、日曜のクラブカップの日にスタート時刻に間に合うバス便はありません。

 塩屋海岸から片野方向を望む 通行可能度抜群で急傾斜が無い森林 消毒用の木材チップトレイル 



加賀ミドル大会（ＪＯＡ公認カテゴリＢ）８月２３日 
 

特殊なテレインですので、前日に入っているとそうでないと

では、テレインへの対応性に明らかな優劣がつくことは、過

去の大会すべてで実証されています。チームには迷惑かけな

い個人レースの本大会で、是非テレインへの対応に慣れてお

いて下さい。クラブカップとの使用区域の重複をなるべく避

けるよう工夫し、昨年の全日本リレーで使用した範囲より若

干拡大します。ご承知のように松くい虫の被害が甚大でこの

至宝テレインの半分は、Ｏ－ＭＡＰ化されぬまま死んだ山に

なってしまったのですが、その死んでしまった山を垣間見ら

れるところまで競技に使用します。江戸時代までは砂塵の被

害がひどく荒野だったところを、どれくらいの手間をかけて

これだけの森にしてきたか、そして死んだ山を再度蘇らすに

は今後どれだけの手間がかかるのか、それを少しでも実感で

きるような大会にしたいと思います。ミドル競技といっても、

ワールドスタンダードなミドルですので、M21Eクラスでは世

界のトップが走れば30分を切る約6kmのコースを組みます。 
 

◆競技形式・通過証明方式・優勝設定時間・競技時間 

ポイントオリエンテーリング。位置説明はＩＯＦ記号、希望者には

日本語説明併記。スタート時刻事前指定。ｅｍｉｔ社のｅ－ｃａｒｄ使

用、マイｃａｒｄ使用可能。優勝設定時間は、各クラスとも３０分前

後を予定（詳細はプログラムにて）。競技時間は２時間。 
 

◆大会コントローラ 

大島健一（滋賀県オリエンテーリング協会） 
 

◆コース設定者 

山川克則 
 

◆地図 

「加賀海岸２００８（中）」 Ａ４変形判、ビニル袋入 ＪＳＯＭ２００７ 

縮尺 １：１０，０００ 等高線間隔 ２．５ｍ 走行可能度 ４段階表示 
 

◆クラス・参加費 

Ｍ２１Ｅ，Ｗ２１Ｅ（有資格者） ３，７００円 

Ｍ２１Ａ，Ｗ２１Ａ（年齢無制限） ２，７００円 

Ｍ３５Ａ，Ｗ３５Ａ（３５歳以上） ２，７００円 

Ｍ５０Ａ，Ｗ５０Ａ（５０歳以上） ２，７００円 

Ｍ２０Ａ，Ｗ２０Ａ（２２歳以下） ２，２００円 

Ｍ１８Ａ，Ｗ１８Ａ（高校生以下） １，７００円 

Ｍ１５，Ｗ１５（中学生以下） １，２００円 

Ｍ１２，Ｗ１２（小学生以下） １，２００円 

Ｂ（年齢不問）  １，７００円 

ｅ－ｃａｒｄレンタル  ＋３００円 

当日申込   ＋５００円 

競技者一時登録  ＋５００円 

※上記は消費税込みの料金です。 

※年齢は２００９年３月３１日時点の年齢 

※Ｍ：男性，Ｗ：女性。但し女性の男性クラスへの参加は妨げません。 

※どなたでも出場できますが、ＪＯＡの公式記録とするには、事前申込の上、

競技者登録が必要です。競技者登録は大会毎に一時登録（一時登録料

500円、但し１５歳以下及びＢクラスは一時登録料不要）もできます。 

※参加の多いクラスは、分割もしくは３０秒おきのスタート間隔にする場合

があります。参加の少ないクラスは統合することがあります。 

※表彰は各クラス３位まで、翌日のリレー競技の合間で。 

※当日参加のクラスは、Ｅクラス以外すべてのクラスで、地図とスタート枠

の余裕の範囲で受け付けます。別クラスに振替ていただく場合もございま

す。 

※Ｍ２１Ｅクラス上位１０位、Ｗ２１Ｅクラス上位５位に入った方は、２００９年３

月２２日神奈川県で開催全日本オリエンテーリング大会Ｍ，Ｗ２１Ｅクラス、

及び今年度１１月以降に開催される公認大会Ｅクラスの出場権を得ること

ができます。後者については、Ｍ，Ｗ２１Ａクラス３位以内の方も対象となり

ます。 

※Ｍ，Ｗ２０Ａクラスで、（今のところ）２０歳以下で５位までの方、及びＭ，

Ｗ１８Ａで１位の方は、上記全日本オリエンテーリング大会のＭ，Ｗ２０Ｅク

ラスの出場権を得ることができます。 

  参考：日本オリエンテーリング協会、「規定」のページ

http://www.orienteering.or.jp/newbb+v.t+63+f+6.htm 
※レンタルｅ－ｃａｒｄ費用は、ミドル競技単日のものです。一旦お返し頂き、

翌日のクラブカップでは、改めてチーム毎のレンタルを致します。 

 
 
クラブカップリレー ８月２４日 
 

会場を、昨年の全日本リレーと同じく「緑が丘小学校」に移

します。この会場は、校庭の半周すべてが森林と接している

ため、リレー競技のスペクターズレーンを作るのに最適です。

今年も十二分に仲間の応援が可能です。一昨年より採用して

いる半分ずつ走るルールも継続。このテレインは、今まではナ

ビゲーション的には、かなり難易度の高いテレインでしたが、松

食虫消毒作業道の造成により道のネットワークがかなり増えまし

た。初中級者にとっては親しみやすいテレインに変わった、という

ことも出来ます。 
さらにその道は、木材チップが敷き詰められた足にも優しい快適

な道です。色々なレベルの方がいっしょに競技するクラブカップ

にとってはかえって好都合なテレインの変化となりました 
 

◆クラス・競技形式 

☆クラブカップクラス 

７人１チームのポイントＯＬによる男女ミックスリレー 

（但し、３走・５走の特別ルールにより 大９人でも出走可能） 

☆ベテランカップクラス 

４人１チームのポイントＯＬによるリレー 

（但し、３走・４走の特別ルールにより 大６人でも出走可能） 
  

◆参加費（下記は消費税込みの料金です） 

☆クラブカップクラス 

一般    ￥２６，０００／チーム 

学生・高校生以下だけで構成のチーム ￥１９，０００／チーム 

☆ベテランカップクラス 

一般    ￥１５，２００／チーム 

学生・高校生以下だけで構成のチーム ￥１１，２００／チーム 

☆ｅ－ｃａｒｄレンタル（チームで３枚が必要）  ￥３００／枚 

※個人斡旋希望の方は、個別に主催者にご相談下さい。 
  

◆コース設定者 

山川克則 
 

◆地図 

「加賀海岸２００８（西）」Ａ４判、ビニル袋入、ＪＳＯＭ２００７ 

縮尺 １：７，５００（１，２，４，５走），１：１０，０００（３，６，７走）   

等高線間隔 ２．５ｍ 走行可能度 ４段階表示 
※２００７年度全日本リレー使用地図「加賀海岸２００７」後の経年変化を修
正。消毒用の木材チップトレイルネットワーク造成は昨秋の終りに終了。 

※走順による地図の縮尺は、変更される可能性があります。７，５００分の１

地図は、単に１０，０００分の１地図を相応に拡大したもので、地図表記とし
ての基準はＪＳＯＭ２００７に基づく、同じものです。 
※「加賀海岸（東）」は、Ｏ－ＭＡＰ化されぬまま、一旦死に絶えてしまった

テレインです。植林して成長なった何十年後かのいつの日か全域で本格
的ロングが行われる日を夢見て。 



◆各走区の概要 

１／２走（３０分） 

道のネットワークが増えてリロケーションしやすくなったことも考

えて、難易度的には手加減無しでコースを設定。走行可能でも

見通しの無い部分は概して難しく、パラレルエラーにはより注意

が必要だろう。 

３走（３５分） 

コースで使用するのはもっぱら道だが、できるだけ硬い道ではな

く、木材チップ道を使用したい。コントロール位置は必ず道から

見渡せる場所に設置、一部直進の方が早いレッグも用意、同程

度のコースを２周回、半分ずつ２名で走っても良いルール採用。

地図がある程度読めるトレイルランナーの起用も有効かと思う。 

４走（２５分） 

コントロールは道からは見えなくなるけど、尾根などわかりやす

い線状特徴物に置かれる。直進でも道回りのルートチョイスでも

どちらも有効であるような設定をしたい。 

５走（３０分） 

４走と同程度の難易度でほぼ同等の２周回コース、半分ずつ２名

で走っても良いルール採用。 

６走（３５分） 

難易度に手加減ないのは１／２走と同じだが、若干長くなりその

部分ではコンピ区間など、よりナビゲーションセンスが問われる

コースとしたい。 

７走（４５分） 

この走順では、問うことのできるすべての課題を盛り込んで、エ

ース対決にふさわしいコースを用意したい。 

☆ベテランカップは、クラブカップの１，２，３，５走を採用（半周ずつ分

けて走るルールも適用） 

☆尚、本テレインの海沿いオープンの草地にはハマナスの群生地

があります。ここを踏み荒らすことは禁じられていますので、立入らな

いよう、すべて森林内のレースとなります。 
 

◆レギュレーション 
下記基準を満たしたチームが正規チーム（表彰対象） となります。それ以
外はオープンとなります。正規か否かは自己申告を基本とします。 

【制限選手Ａ】ア：５０歳以上男性 イ：１５歳以下男性 

【制限選手Ｂ】ア：４０歳以上男性 イ：１８歳以下男性 
【制限選手Ｃ】３５歳以上男性 

【制限選手Ｄ】学生クラブの新入生 

 
★共通 

１．正規／オープンの申告は前日提出の走順票にて自己申告となります。 

１７時までに所定の用紙で本部に提出か、２０時までに電子メールで提出
してください。 

２．当日の朝クラブカップクラススタート１０分前までに、事由書とともに変更

届を提出すれば正規扱いになります。事由書は診断書までは求めません。
「メンバーが急に来られなくなった」程度のもので構いません。前日までに

メンバーの 終登録がない場合、事由書の無い当日の変更、スタート後

の変更（ケガで２回目の出走ができなくなった等）は、全てオープン記録扱
いとなります。 

３．申込時に正規基準を満たしていなくても、仮メンバーで正規チームとし

てエントリーすることは可能です。事前申告がオープンチームの場合、前
日もしくは当日に正規チームへ変更することができません。 

４．申込期限、様式は必ず守って下さい。 

５．年齢は２００９年３月３１日現在の満年齢とします。 
６．その他不明点はお問合せ下さい。 

 

★クラブカップクラス 
７人（特別ルール適用の場合 大９人）１チームのポイントＯＬによる男女ミ

ックスリレー 

１．女子２名以上を含む男女ミックスチームであること。 
２．７人とも同一クラブ員であること。 

 （大学クラブ等で活動を共にしているクラブを含む） 

３．チーム構成員全員がその日初めてのレースであること。 

４．女子２名をチーム構成員とすることが適わない場合、以下のように特例

措置を設ける。 

 4-1 女子１名につき、制限選手Ａに該当する男性をもって替えることが
できる。 

 4-2 「4-1」で代替した【制限選手Ａ】を起用することが適わない場合、１

名につき、２名の【制限選手Ｂ】に該当する者をもって替えることができる。 
 4-3 「4-2」で代替した【制限選手Ｂ】を起用することが適わない場合、そ

の１名につき、２名の【制限選手Ｃ】に該当する者をもって替えることができ

る。 
５. 現役大学生のみのチームにおいては、以下のような特例措置を設け

る。 

 5-1 チームに女子１名を含む男女ミックスチームであれば、その構成員
の年齢は問わない。 

 5-2 「5-2」で女子１名を起用することが適わない場合、その替わりとして、

２名の【制限選手Ｄ】をもって替えることができる。__ 
６．高校生以下のみのチームにおいては、構成員に関する制限を一切設

けない。 

７．クラブカップクラス３走・５走区間（ベテランカップクラス３走・４走区間）に
おける選手起用特例 

 7-1 ３走・５走区間は、ほぼ同等な距離で会場周りを２周するコース。１

周ずつ２人で交代して走ることができる。 
 7-2 その場合、制限レベルが低い者の制限資格を摘要する。 

 （例：５５歳男と４７歳男なら【制限選手Ｂ】の扱い） 

 7-3 半周分の計時は行わない。地図とe-cardを一緒に継走する。 
  

★ベテランカップ 

４人（特例ルール適用の場合 大６名）１チームのポイントＯＬによるリレー 
１．４とも同一クラブ員であること。 

２．チーム構成員全員がその日初めてのレースであること。 

３．構成員のうち３名以上が４０歳以上女性、もしくは５０歳以上男性であり、
年齢ポイントが、２００以上であること。かつ、構成員全員が３０歳以上であ

ること 

４．３・５走区間の起用特例は、クラブカップの７項を参照 
 

◆表彰 

◇クラブカップクラス 

上位６位までの正規チームを表彰 

◎特別表彰（正規チームに該当する下記５チームを表彰します） 

・over300points 

 年齢ポイントが３００を超えるチームで一番成績が良かったチ

ーム 

・ヤングチャンピオン 

 年齢ポイントが１５０（女性加算無し）を下回るチームまたは、学

生・生徒のみ編成されたチームの上位３チーム 

・ファームチャンピオン 

 各クラブの第２位のチームで一番成績が良かったチーム 

◇ベテランカップクラス 

上位３位までの正規チームを表彰 

◎特別表彰 

・年齢以外の正規規定を満たすチームで一番成績の良かったチ

ーム 

※「年齢ポイント」とは、チーム全員の２００９年３月３１日現在の満年

齢（女性は＋１０）の合計。但し、「ヤングチャンピオン」では女性の＋

１０の加算無し。 

※表彰対象者の方には、もれなく今回の大会までにＯ－ＭＡＰ化され

た区域全域の地図（Ｂ４判、販売用全コントロール図と同じ範囲）を

差し上げます。 
 

◆ｅ－ｃａｒｄ 
クラブカップリレーでは、カードの事前登録をしないので自分以外

のカードを使っても構いません。チームでの使いまわしも可能ですが、

継走のためにはチームで 低３枚のカードが必要ですので、よく考

えてレンタル申込をして下さい。前日のミドル競技でレンタルしたカ

ードは一旦お返し頂きますので、クラブカップリレーでは改めて申込

をしていただくことになります。 
 



キッズオリエンテーリング ８月２３・２４日 
 
２３・２４日とも小さなお子様用、観戦の家族連れ様用に、簡単で気軽に楽

しめる１ｋｍ未満のコースを用意します。参加費２００円・当日申込のみ（お
子様には参加賞があります）。 

 

駐車場確保のためのキャンプ場占有確保のお願い 
 

大宿泊期間：２００８年８月２２日（金）～８月２６日（火） 

このうち８月２２日（金）～８月２４日（日）の２泊分を特に予約をお

願いします。 

料金：1人1泊1000円程度 現地支払 

申込み内容： 

  ・代表者とその連絡先 

  ・キャンプする人数、期間、テント張の数 

基本的に先着順。確定させていただく方にこちらから改めて連絡

差し上げます。 

 

瀬越キャンプ場の案内 

（より詳しい情報はhttp://oksts.sakura.ne.jp/camp/takenoura.shtml） 
設備は、水道・炊事場・トイレなど 低限のものしかありません。

売店、自販機、電源などは無し、必要機材はすべて持ち込みです。 

運営にあたる私達（山川）もキャンプ場に泊ります。 

周囲は有数の温泉観光地。キャンプは他の宿泊手段に比べて、

格段に安く泊まることができます。私（山川）の方で、８月２２日～ 

２６日までのキャンプ場占有を仮申込してあります。 

 

キャンプ場確保のお願い 

クラブカップ２００８では参加者の駐車場を十分に確保するため

には、瀬越キャンプ場を占有してしまうことが必須の状況です。

瀬越キャンプ場は決して設備の良いキャンプ場ではありません

が、アウトドア志向のオリエンティアの皆さんで埋め尽くして、大

会全体の必要駐車スペースを確保したいと思います。ここを占有

しないと、車での参加をお断りする形で参加を制限せざるを得な

い状況です。是非ともご協力下さい。だいたい２０張くらいのテン

ト設営スペースを期間中予約できれば占有できます。申し込んで

いただいた協力的なクラブの方には、キャンプ以外で参加の方

の駐車スペースや会場での陣取りスペースなどでも優遇措置を

取りたいと思います。条件は絶対にキャンセルしないこと。場所

の占有が目的ですのでお金を払えば済むという話でもありませ

ん。本項目は、かなり事前からアナウンスしてきましたが、まだ所

期の数のお申込をいただいておりません（宿が確保できずにキャ

ンプ以外の方法が無いという方にも期待）。参加される皆様の協

力をお願いします。 
 
参加者駐車場 
申し込み時に申告いただき、ｗｅｂにて駐車券を発行します。主催

者側で場所を指定します。５箇所ほど用意しますが、海岸へ来訪

される地元の方などとの共用になります。主催者は、例年正確に

台数の申告をお願いしていますが、なかなか期待に沿った行動

はいただけておりません。地元の方の生活に迷惑をかけると、こ

の至宝テレインも今後使用できなくなる可能性がありますので、

主催者側で配分などの制御を行います。極力正確な数字で申告

下さい。また備考欄に、小さいお子様がいるとか、必要な荷物の

搬入があるとか、それぞれの事情も正確に誠実にお書き下さい。

それを元に主催者が判断して配分します。もともとこのテレイン

には、１０００人分の参加者の車を収容できる駐車場がありません。

駐車不可とされた車は、宿や別の公共駐車場に置くなどして、許

可された仲間の車でお越しいただくことになります。 

Ａ．塩屋海水浴場駐車場（２００台収容）１００台分使用予定 

巻頭の写真。リレー会場まで８００ｍ、ミドル会場まで１．６ｋｍ。ま

だ海シーズンの 後ですので昨秋の全日本リレー時のように占

有は不可。ただ、昨年まで開設されていた「海の家」が、今年は

開設されていなくて閑散としています。夏の終わりにはクラゲが

大量発生し、遊泳には向かなくなり、その状況次第ではもう少し

止めることが可能になるかもしれません。（直前に案内） 

Ｂ．塩屋町公園の空地 ３０台程度＋団体バス 

 リレー会場まで６００ｍ、ミドル会場まで１．３ｋｍ 

 仲間でバスをチャーターして止める場合は、ここになりますの

で、必ずその旨事前申告して下さい。 

Ｃ．リレー会場（２４日のみ使用） 

 役員、協力役員、搬入車などの他、若干数の参加者の駐車を

認めます。会場に止めたい事情などを申込時に申告下さい。 

Ｄ．ミドル会場のキャンプ場（占有を前提に１００台収容） 

 クラブで数台まとめて参加の場合は、自主的にスキマの無い

縦列駐車をお願いします。 

Ｅ．上木町駐車場（２０台程度、上木海岸に行く地元の方と共用） 

 ミドル会場まで１．８ｋｍ、リレー会場まで２．５ｋｍ。 

※２００３年秋のショートインカレモデルイベント及び２００３年春

開催の金沢大大会で使用した、「上木キャンプ場駐車場」（キャ

ンプ場は廃止、ミドル会場まで２ｋｍ）は、地主の方との問題が発

生していますので、駐車厳禁です。駐車台数および場所の指定

にあたっては、キャンプ場占有確保に協力していただいているか、

ミドル・リレー一緒に団体で申込をして事務負荷の軽減に協力的

かなども考慮して決定します。 
 

クラブ広告 
本大会に参加される全てのクラブ様に、プログラム上で、クラブ

の広告（告知）スペースを無料で提供させていただきます（強制

ではありません）。大きさは、Ａ４判・２段組で１ページを１０分割し

たサイズ（５個×２列）、原稿の提出方式は、ｐｄｆ、ワード（ビスタし

か読めない形式は不可）、もしくは画像化したものに限ります（フ

ァイルサイズ１００キロバイトを越えるものは不可）。紙原稿は受

け取れません。申込時に同時に添付してお送り下さい。 
 

プログラムの事前配布について 

ｗｅｂ上で公開します（８月１８日予定）。プログラムの事前配布は

行いません。印刷されたプログラムが入用な方は、別料金（１部

３００円）で、２３日ミドル会場で配布します。ネット接続が無理な方

で、事前配布無しでは２３日のミドル競技の参加に不都合が生じ

る方は、 低限必要な情報をＦＡＸ・電話などにより個別対応で

ご連絡致しますので、申し込み時に、その旨お申し出下さい。 

 

アフターキャンプ ８月２５・２６日 
 
折角の至宝・垂涎のテレインですので、夏休みをもっとたくさん取ること
が出来る方用に、アフターイベントも用意します。暑いさ中でのアフター

イベントですので、すべてのメニューが距離は短めです。１日目は、日本

の他のテレインでは、うまく実現できない技術チェック系のメニュー（道
なしコンピ、コリドア、ウィンドウ、おとり欠け、マイクロＯなどを予定）で、

ナビゲーム好きには堪らないものにしたいと思います。題して、「オリエン

テーリング５種競技」、まあ「筋肉番付」のオリエンテーリング版、しかも
ナビゲーション能力に特化したメニューで、１日かけて、各々１～２キロ

のコースを５本（途中で中抜けも可能）用意する予定。（各メニューともＬ・

Ｓの２種用意）２日目は、インカレスタンダードレベルのミドルで、予選・決
勝方式の経験をより多く積んでいただこうか、と考えています。都合 高

７メニュー余分に楽しむことができます。 

  ◇参加費 ２日間通し ４０００円 
１日目のみ ３０００円、２日目のみ２０００円 

大学生以下は５００円引 

当日集金、ｅ－ｃａｒｄレンタル希望者は加算費用なしで貸与 
但し５０名程度で打ち切りますので参加希望者は事前に申込んでおい

て下さい。欠員が出た場合、およびまだ余裕がある場合のみいきなりの

当日参加も認めます。参加費はＯＬメニューのみの料金です。宿泊手段
は、各自で確保下さい。瀬越キャンプ場にテント設営で参加の場合のキ

ャンプ費用は、主催者側の手配に混じり、２２日、２３日の宿泊と同じ手順

で事前に申込下さい。終了時刻は、２５日１５：３０、２６日１３：３０の予定で
す。また、コントロール撤収や後片付け作業にご協力下さい。 

 



 

 

申込方法（なるべくクラブでミドル・リレー共まとめて申し込んでください。） 
 
郵送・ＦＡＸ 
①申込用紙を入手する 

本要綱に添付されている申込用紙（ＰＤＦ）をダウンロードしてお

使いください。 

②申込用紙に必要事項を記入する 

必要事項を漏れがないよう記入願います。特に申込代表者の連 

絡先は必ず記入してください。 

複数のチーム出場の場合はまとめてご記入下さい。 

③申込用紙を送る 

下記の申込先まで、ＦＡＸまたは郵便で送付してください。 

④参加費を支払う 

申込代表者の名前で、指定の銀行または郵便局に振り込んで下

さい。 
 
申込締切 
８月１２日（メール送信／郵送／ＦＡＸ到着分有効） 
 

Ｅメール 
①申込用紙を入手する 

clubcup@genesysmap.co.jpへ「申込書希望」とメールで請求す

る。または、ウェブサイトからエクセルシートをダウンロードする。 

②申込用紙に必要事項を記入する 

送付されたエクセルシートに必要事項を入力する。特に申込代

表者の連絡先は必ず記入してください。 

③申込用紙を送る 

申込先までエクセルシートを添付ファイルで送信する。 

駐車場、アフターイベント、クラブ広告等付帯する記載事項も必

要分はもれなく記入する。ｗｉｎｄｏｗｓ ｖｉｓｔａでしか読めない形式

（拡張子が.xlsx）では決して送らないようにして下さい。用意した

エクセルはｅｘｃｅｌ２０００形式です。メールのタイトルは「クラブカ

ップ申込」としてください 

④参加費を支払う 

左の「郵送・ＦＡＸ」の項目④と同じ。 

申込先 
〒１１２－００１５ 
東京都目白台１－１７－８－１０４ 
TEL ０３－６３８３－２０６１ 
FAX ０３－３９４４－９０５８ 
Eメール：ｃｌｕｂｃｕｐ＠ｇｅｎｅｓｙｓｍａｐ．ｃｏ．ｊｐ 
有限会社ジェネシスマッピング  
クラブカップ２００８事務局 

振替口座 
★みずほ銀行 江戸川橋支店  
 普通 ８０３４９９６ 
 口座名義 有限会社ジェネシスマッピング 
★郵便振替口座 
 ００１６０－３－６８３７９６ 
 加入者名 有限会社ジェネシスマッピング 

 
問合せ先（大会ｗｅｂサイト http://www.orienteering.com/~clubcup/ にて随時必要な 新情報を発信しています） 
 
原則として電子メールにてお願いします。申込先のアドレスと同じです。 

電話は、０９０－８０４１－４６７３（山川）まで 
 

その他の注意事項 
 
★事前申込の方はスポーツ傷害保険に加入しますが、各自で健康状態を考慮し絶対に無理をしないでください。また、参加者が自分自

身あるいは第三者に与えた損害・傷害等について主催者は一切責任を負いません。特に暑い時期での開催ですので、熱中症対策、日

焼け予防の対策を怠らないようにして下さい。 

★基本的には、雨天でも大会は決行しますが、時節柄及び地勢上の特徴から、夕立のある無しに関わらず午後になると、強風が吹き荒

れることが多い時期です。装備には十分なもの（しっかりとしたペグなど）をご用意下さい。竜巻や局地的な集中豪雨、落雷など、参加者

の安全確保が保証されないと判断されるときには大会を中止に致します。その際の参加費返還は行いませんので、予めご了解下さい。 

★テレイン内の森林は、国定公園内で、植物の採集は禁じられています。食用に供するキノコも生えていますが、これらは料金を支払っ

た上での許可制となっています。オリエンテーリング目的で森林に入る参加者の皆様にはこれらの行為を一切禁止とします。 

★競技に使用する靴に制限はありません。 

★例年より遠方地での開催ですので、クラブカップリレーのスタート時刻については、要項発表後も引き続きリサーチ致します。選択肢

は、クラブカップのスタートが本要項のように８：００か、もしくは例年通りに８：３０か、のどちらかです。（受付時間、競技終了時刻も変動

します。）宿を早朝に早く出ることが迷惑もしくは不可能なのか、お帰りの交通手段のことを考えるか、皆様の事情をお聞かせいただいた

上で 終判断致します。 

★再三、ご説明させていただいておりますが、クラブ申込とは別に、ミドル競技のみ個人申込された方については、大会参加申込はお

受けいたしますが、駐車場については、お申込いただいても特段の事情がない限り、まず割り振られることは無い、とお考え下さい。 

 

 

 

テレイン内の消毒用木材チップ

トレイルのネットワーク図（赤色

部分：２００８年４月Ｄ－ＧＰＳにて

プロット）、ねずみ色部分は、松

喰虫の被害が顕著な区域 


