
日時：1999 年 9 月 25 日（土）

場所：菅平高原つばくろスキー場

<公共交通機関>

JR 長野新幹線｢上田駅｣お城口よりバス 60 分、

バス停「菅平」下車、徒歩 30 分

<自家用車>

上信越自動車道「上田菅平 IC」より約 30 分または

上信越自動車道「須坂長野東 IC」より約 30 分

会場横駐車場 120 台分

競技：ポイントオリエンテーリング

参加クラス（事前エントリ用）：

  クラス  性別  年齢     距離

  M21A    男子 無制限   約 6km  上級者用コース

  M21AS   男子 無制限   約 4km  上級者用ショートコース

  M45A    男子 45 歳以上 約 4km  上級者用コース

  MB      男子 無制限   約 3km  中級者用コース

  MN      男子 無制限   約 2km  初心者用コース

  W21A    女子 無制限   約 4km  上級者用コース

  W45A    女子 45 歳以上 約 3km  上級者用コース

  WB      女子 無制限   約 3km  中級者用コース

  WN      女子 無制限   約 2km  初心者用コース

  （年齢は 2000 年 3 月 31 日時点での満年齢）

AクラスとBクラスではEmit電子パンチシステムを使用する予定

です。電子パンチを使用するクラスはパンチングフィニッシュ方

式となります。今回は大会の中で 150 枚電子パンチカードを再使

用しながら運営します。このため状況によってスタート時刻が変

更になることがあります。また、エントリ人数が多くなりますと、

クラスを増やすのではなくスタート時間を延長する方向で対応

します。

スタート時刻の開始は 10:30、終了は 14:00 程度までを予定して

います。スタート時刻に関する希望がありましたら、エントリ用

紙の備考にご記入ください。

N クラスは伴走者を認めます。ただし伴走者は主催者の帰還確認

対象となりません。ご了承ください。

N クラスは小学生でも一人で回ってこれる簡単なコースです。小

さなお子様といっしょに森を楽しんでください。どうぞお子様の

名前でエントリーください。

表彰：各クラス上位 3 名を表彰します。

表彰式は 26 日のクラブカップの表彰式と同時に行います。

参加費：一般¥2,000  高校生以下¥500

当日参加：当日参加専用クラス OA ・ OB ・ ON を設けます。

受付時間は 10:00-12:00。

OA クラス、OB クラスについては電子パンチの都合によっ

ては受け付けられない時間帯もあります。

当日参加者は成績速報や表彰の対象となりません。

参加費：一般¥2,000 高校生以下¥500

そのほか園児向けのシール-O（無料）なども用意する予

定です。

招待選手：

第 20 回長野県大会の M21E、W21E の優勝者（村越 真、木植早生）

と、第 21 回長野県大会の ME、WE の優勝者（藤城公久、木植早生）

の参加費は無料となります。

地図：縮尺 1:15,000、等高線間隔 5m、通行可能度 3 段階表示

（1999 年作成 大会用 New Map）

競技地域概要：

標高 1300m-1400m の高原にあるスキー場を含む山麓です。オリエ

ンテーリング競技会では初めて使用する地域です。競技地域がそ

う広くないことからコースは通常のオリエンテーリング競技会

より短めのコース設定になっています。

その他：

M21A/W21A クラスはインカレ、インカレショート、全日本リレー

の選考会にご使用ください。

託児スペース：

 会場付近に託児スペースを用意する予定です。託児スペースは

囲まれた空間で子供を遊ばせることのできるスペースと、多少の

遊具と託児担当者を用意します。事故の際の責任は負いかねます

が、充分利用できるスペースにする予定です。基本的に屋内スペ

【大会要綱 6 月 26 日版】

第 2 回オリエンテーリングフェスティバル長野菅平大会 実施要綱

1999 年9 月25 ・ 26 日 雨天決行、荒天中止

25 日（土）：第 22 回長野県オリエンテーリング大会

26 日（日）：第 7 回クラブカップ 7 人リレー OL 大会

場所：長野県真田町菅平高原
主催：長野県オリエンテーリング協会、R.M.O-サービス、Team 白樺、

共催：菅平オリエンテーリングクラブ

後援：（予定）長野県、長野県教育委員会、真田町、真田町教育委員会、須坂市

（予定）東信森林管理所上田事務所、菅平区、真田町観光振興協会、

（予定）菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合、つばくろコミュニティハウス管理委員会、

井上、幸高、九反田、中島財産区

関東甲信越ブロックオリエンテーリング推進会議

協力：ホテルやまびこ、（予定）ホワイトダボスまさき、つばくら館、菅平 MTB 協会

9 月2 5 日（土）

第2 2 回長野県オリエンテーリング大会



ースですが、天候の良い場合は一部を屋外に設置します。

託児スペースを利用する可能性のある方は、利用する可能性のあ

る子供の人数を申込書に書いて提出してください。利用料は無料

です。

その他のイベント：

本大会終了後の 16:00-18:00 に以下のイベントを企画していま

す。是非ご参加ください。（参加費無料）

予定場所：菅平高原リゾートセンター 2F ホール （P50-100 台）

16:00-16:40 世界選手権報告会

16:40-17:20 ジュニア世界選手権報告会

17:20-18:00 クラブカップ開会式

テクニカルミーティング（プロジェクタによるテレイン、

コース、注意事項の説明）

ゼッケンとコントロールカードのピックアップ

日時：1999 年 9 月 26 日（日）

会場：菅平高原裏ダボススキー場

      <公共交通機関>

         JR 長野行新幹線「上田駅」よりバス 60 分、

         バス停「菅平高原」下車、徒歩 15 分

      <自家用車>

         上信越自動車道「上田菅平 IC」より約 30 分または

         上信越自動車道「須坂長野東 IC」より約 30 分

         駐車場 400 台分（会場まで 100m）

クラス：

クラブカップクラス：

7 人 1 チームのポイント OL によるリレー

ベテランクラブカップクラス：

4 人 1 チームのポイント OL によるリレー

チーム構成：

次の基準を満たすチームを「正規チーム」とし表彰の対象とす

る。それ以外はオープン参加となる（事前エントリーの段階で

オープン申告していたチームが当日のメンバー変更によって

正規条件を満たしたとしても「正規チーム」の対象とはしな

い）

<クラブカップクラス>

1.7 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）

2.申込期限、様式が守られていること。

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。

4.7 人の中に下記の【制限選手】A、B、C の 3 人を含むこと。

1 人の制限選手が 2 条件以上を兼ねることは出来ません。

（年齢は 2000 年 3 月 31 日現在の満年齢）

【制限選手 A】

次のア～エのいずれかの条件を満たす者。走順は次項を参照

のこと。

ア．50 歳以上男性 イ．15 歳以下男性 ウ．30 歳以上女性 エ．

20 歳以下女性

【制限選手 B】

次のア～ウのいずれかの条件を満たす者。走順は、【制限選

手 A】【制限選手 B】のどちらかが、5 走か 6 走のどちらかを

走ること。もう片方の制限選手の走順は任意である。

ア．40 歳以上男性 イ．18 歳以下男性 ウ．女性

【制限選手 C】

次のア～ウのいずれかの条件を満たす者。走順は任意である。

ア．35 歳以上男性 イ．20 歳以下男性 ウ．女性

但し、【制限選手 B】【制限選手 C】共に（ウ．女性）の条件で

出場する場合は、【制限選手 A】において、（オ．女性）の条件

を満たせば良いこととします。つまり、制限選手３名が全員女性

であればその年齢は不問とします。

※当日メンバー表の「条件」欄に、制限選手 3 名について、「A-

エ」とか「C-ア」とか合致する条件を書いていただくことになり

ます。本大会の選手登録方法は「自己申告」が大前提となります。

詳しくは問合せ先までお願いします。

<ベテランクラブカップクラス>

1. 4 人とも同一クラブ員であること。

2. 申込期限、様式が守られていること。

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. 構成員が、50 歳以上の男性、もしくは40 歳以上の女性である

こと。（年齢は 2000 年 3 月 31 日現在の満年齢）

チーム名称：

クラブ名に A、B…をつけたものをチーム名称とします。

メンバー登録：

本エントリーでは、仮メンバーでの登録となります。本登録は、

当日「自己申告」形式にて走者・走順の本登録を行っていただき

ます。また、スタート後のメンバー変更については、前走者がビ

ジブル区間を通過した 1 分後までとします。

走区概要：

区間        最短タイム      概要

1,2,4,5 走     30 分      一般的なリレーコース

3 走           35 分      ランニングコース

6 走           35 分      テクニカルコース

7 走           45 分      エリートコース

ベテランクラブカップは、クラブカップの 1,2,4,5 走区のコー

スを充てます。尚、リスタートにかかったチームについても、ゴ

ール閉鎖時刻までにペナルティなしで全員がゴールすれば完走

とします。2 次リスタート者の競技可能時間は 90 分とします。ク

ラブカップクラスの優勝設定時間は 4時間30分程度となります。

スタート予定時刻：

クラブカップ 8:30    ベテランカップ：8:40

コントロール位置説明：IOF 記号を使用します。

表彰：

クラブカップは 6 位まで、ベテランカップは 3 位までを表彰しま

す。その他、オープン参加のチームを含めて、強く訴えかけるも

のがあった「完走」チームについて主催者の主観に基づき表彰し

ます。例えば、全員女性とか 50 歳以上とか、コスプレで走った

とか、全員同姓とか。また今回はじめての 7 人リレーとなるわけ

ですが、4 チーム以上完走したクラブについては表彰式で紹介し、

5 チーム以上完走したクラブについては、これを新ルールでの「新

記録」とし、特別表彰いたします。

参加費：

クラブカップクラス  ：¥12,000／1 チーム

ベテランカップクラス：¥ 7,000／１チーム

（昨年より値上げしていますが、今年はゼッケンを主催者で支給

します）

遅れエントリーと当日参加：

遅れエントリー及び当日参加はありません。

メンバーの変更は当日できます。

招待クラブ：

前回運営の「トータス」チームを無料招待致します。

ゼッケンナンバー：

前回完走チームについては、順位がゼッケンナンバーとなります。

9 月2 6 日（日）

第7 回クラブカップ7 人リレー大会



エントリーの際、前回順位をご記入下されば幸いです。

地図：縮尺 1:15,000、等高線間隔 5m、通行可能度 3 段階表示

（1999 年作成 大会用 New Map）

託児スペース：

会場付近に託児スペースを用意する予定です。託児スペースは囲

まれた空間で子供を遊ばせることのできるスペースと、多少の遊

具と託児担当者を用意します。事故の際の責任は負いかねますが、

充分利用できるスペースにする予定です。基本的に会場に隣接す

る鈴蘭館の屋内スペースを使用します。天候の良い場合は一部を

屋外に設置します。 託児スペースを利用する可能性のある方は、

利用する可能性のある子供の人数を申込書に書いて提出してく

ださい。 利用料は無料です。

そのほか園児向けのシール-O（無料）なども用意する予定です。

[公式インターネット Web ページ]

さまざまな情報を提供するために以下のURLにwebページを開設

します。

http://www.orienteering.com/~clubcup/

[成績表]

2 日間併せた成績冊子となります。

参加申込と同時に申込されますと¥500（140 円切手別）、

大会会場では¥800（郵送料込）で受け付けます。

またインターネットのWebページでPDFファイルにて公開します。

[駐車場]

2 日間とも会場付近に用意します。（25 日 120/26 日 400）

[問合先]

 山川 克則  Tel:047-486-5162

 E-mail：clubcup@orienteering.com

[その他注意事項]

1.主催者は、参加者が本人または第三者に与えた損害損傷につい

て責任を負いかねます。自身の責任において参加して下さい。

また、自分の健康や体調に留意し、無理な参加、無謀なエント

リーはしないようご注意下さい。スポーツ障害保険には主催者

側で加入します。

2.台風襲来等、主催者が参加者の安全を十分に確保出来ないと判

断した場合、大会を中止することがあります。気象上の警報が

発令された時は原則としてその大会を中止します。

3.大会プログラムは 9 月 15 日頃送付予定です。

4.RMO-サービスの大会は参加者の皆さんと共に作っていく大会

です。私達は地図とコースと舞台をセッティングするだけで、

参加者の皆さんの積極的な参加や協力が大きな価値を作り出

すと考えています。

[おしらせ]

来年（2000 年）の第 8 回クラブカップでは全走区で E-card を使

用する予定です。これに先駆けて、今回 9 月 25 日に開催される

第22回長野県オリエンテーリング大会ではE-cardを使用します。

E-card をまだ体験したことのない方は、この機会をご利用下さ

い。

[郵送申込方法]

参加費を下記口座に入金の上、次の(1)(2)(3)を同封の上、郵送

して下さい。また大会申込と同時に成績表を申込されるかたは

(4)もご同封ください。

(1) 必要事項を記入した申込書

(2) 参加費+成績表費 相当額の定額小為替

(3) プログラム送付先を記入し、90 円切手を貼った定形最大封筒

（長形 3 号） 複数部も可能

(4) 成績表送付先を記入し、140 円切手を貼った B5 サイズが入

る封筒（角型 3 号）複数部も可能

郵送先：〒276-0027 千葉県八千代市村上団地 1-12-103

山川克則

締切  ：1999 年 8 月31 日（火）消印有効

出来る限りクラブで一括してお申込み下さい。

申込書はコピー可です。

プログラムは提出された封筒に一部づつ入れて郵送します。

成績表は提出された封筒に一部づつ入れて郵送します。

[E-mail 申込方法]

(1) 指定銀行口座に参加費を支払う

(2) 必要事項を記入した申込書を E-mail で送付する。

銀行口座    ：八十二銀行 松本流通団地支店 普通 129526

加入者名「クラブカップ 99」

E-mail 申込先：clubcup-entry@orienteering.com

E-mail 締切  ：1999 年 8 月 31 日（火）送信有効

E-mail 申込ではプログラムの郵送を行いません。

大会 1-2週間前よりプログラムのPDF版をインターネットWebペ

ージからダウンロードできるようにします。

E-mail 申込の方でプログラムの郵送を希望される方はプログラ

ム送付先を記入し、90 円切手を貼った定形最大封筒（長型 3 号）

を郵送申込先にお送りください。締切 8 月 31 日（火）

E-mail 申込の方で成績表の事前申込を希望する方は、成績表送

付先を記入し、140 円切手を貼った B5 サイズが入る封筒（角型 3

号）を申込部数分と、申込部数分の定額小為替を同封して 郵送

申込先までお送りください。

また、当日大会会場でも成績表の申込受付を行いますのでそちら

を利用してください。成績表のPDF データはインタネット Web ペ

ージからダウンロード出来るようにします。

今回も菅平高原旅館組合では本大会に参加する皆様のために、「特

別割引料金！」で宿泊を斡旋しています。 お気軽にお問い合わせ

下さい！

宿泊料金

大人（中学生以上）     1 泊 2 食 ¥6,800（消費税込）

子供（小学生以下）     1 泊 2 食 ¥4,500（消費税込）

食事が不要な未就学幼児 1 泊 0 食 ¥2,000（消費税込）

宿泊申込/問合先

菅平高原旅館組合オリエンテーリング係代表 ホテル白樺荘

E-mail：clubcup-hotel@orienteering.com

Fax   ：0268-74-2552   電話：0268-74-2551

郵送  ：〒386-2200 長野県小県郡真田町菅平高原

ホテル白樺荘

25 日（土）の夕食は 18:30 からの予定です。

（クラブカップテクニカルミーティング終了後）

2 日間に共通する内容

参加申し込み方法

宿泊について



長野県 OL 大会

参加者数

一般

名

高校生以下

名

クラブカップ

参加チーム数

クラブカップ

チーム

ベテランカップ

チーム

成績表部数 部

合計金額 ¥

参加クラス 性別 男 ・ 女
ふりがな

氏名 年齢 歳
（2000 年 3月 31日現在）

所属クラブ 生年月日 19    年  月  日

電話番号          -         - 託児スペー

ス利用
名

住所 〒     -
          都道府県

参加料 ¥ 備考

参加クラス クラブカップ・ベテランカップ 資格： 正規チーム

・オープン参加

チーム名 前回順位 位
ふりがな

代表者氏名 代表者

電話番号

     -     -

代表者住所 〒      -
        都道府県

第 1 走者 氏名 性別 年齢

第 2 走者 氏名 性別 年齢

第 3 走者 氏名 性別 年齢

第 4 走者 氏名 性別 年齢

第 5 走者 氏名 性別 年齢

第 6 走者 氏名 性別 年齢

第 7 走者 氏名 性別 年齢

託児スペース利用 名 備考

クラブの抱負
プログラムに掲載予定

第2 回オリエンテーリングフェスティバル長野菅平大会参加料集計書
 申込単位ごとに1 枚ずつ提出ください

第22 回長野県オリエンテーリング大会参加申込書   参加人数分提出ください

第7 回クラブカップ7 人リレーオリエンテーリング大会参加申込書   参加チーム分提出ください


