【大会要綱】【6 月 4 版】

第 8 回クラブカップ 7 人リレーオリエンテーリング大会

実施要綱

（ドリーム 2005 プロジェクト協賛大会）
期日：2000 年 8 月 27 日（日） 雨天決行、荒天中止
主催：R.M.O-サービス
後援：坂下町・坂下町教育委員会（予定）
開催場所：岐阜県坂下町椛の湖
会場：椛の湖オートキャンプ場
交通：中央自動車道中津川ＩＣより国道 19 号を松本方面へ 14km
「弥栄（いやさか）橋」を左折して北上、木曽川を渡る。
坂下町市街地を抜け、約 10 分で椛の湖畔
JR 中央本線「坂下」駅よりタクシーで 10 分
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 2001 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：
富士や日光に匹敵する抜群の通行可能度を活かした直進主体のコース。
各走区とも、最大限に特徴づけるような設定が容易です。ベテランや
体力の無い方が大きく不利になることは極力避けたいと考えています。
久しぶりにオリエンテーリングをされる方にも充分満足していただける
コースに致します。但し、
「かぶれ」で有名なテレインでもあります。皮
膚を完全に覆うウェアを使用する事を強くお薦め致します。
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。
スタート時刻：
クラブカップ ：8:00 ベテランカップ：8:10
コントロール位置説明：
IOF 記号を使用します。
e-card 使用：
本大会では、全ての走区で、電子パンチシステムである、e-card を使
用します。e-card は、チームで 2 枚を使用し、1 走−3 走−5 走−7 走、
2 走−4 走−6 走と使いまわしていきます。ゴールした直後にパソコンに
読み込むことによって即時ペナチェックを行います。前の走者が失格に
なった場合及びリスタートにかかる場合は、別の e-card を使用します。
この部分は、バックアップラベルの張りつけ等 e-card の管理を、3 走以
降の出走者について参加者側に委ねる形になります。不備があると失格
になりますので、プログラムをご熟読下さりご理解の上競技してくださ
い。
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。
また、同一クラブでの完走チーム数や 3 チーム、4 チームでの合計タ
イムのクラブ対抗なども成績表で扱っていきたいと考えています。
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
※来年度から 1 人あたり¥2,000 にする予定です。
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「長野県協会」「Team 白樺」チームを無料招待致します。
ゼッケン：
ゼッケンは主催者側で支給します。胸と背中につけていただきます。
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。
エントリーの際、前回順位をご記入下されば幸いです。
（成績表の作成が遅れていて申し訳ありません）
地図：今後本大会では、リレーの国際標準である縮尺 1:10,000 を基本的
に採用していきます。
縮尺 1:10,000、等高線間隔 5m、通行可能度 4 段階表示

成績表：
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。
主催者の長期入院の影響等で昨年度の成績表は大きく遅れていて誠に
申し訳ありません。今しばらくお待ち下さい。
開会式：
8 月 26 日（土）19:00 椛の湖オートキャンプ場ステージ
優勝カップの返還
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
付随イベント：
8 月 26 日（土）昼間：ＯＬＣルーパー主催のショートＯ（根ノ上高原）
／別要項
8 月 26 日（土）20:00〜21:00：ナイトパークＯ（椛の湖キャンプ場周
辺）
縮尺 1:5,000 の特製地図、e-card 使用。e-card の使用法に慣れていな
い方は ここで習熟しておいてください。参加費 500 円、当日納入。
8 月 27 日（日）昼間随時：キッズＯ 無料
小さなお子様向けのシールＯ、ゴールするとお菓子がもらえます。
8 月 27 日（月）〜11:00：リベンジレース
クラブカップ後キャンプサイトでさらに 1 泊していく人のためのレー
ス前日の任意のコースを選択。同じコースでも前日とは別コースでも可。
地図に余裕がある限り受けつけます。ライバルへの再対決等各自で自
由に意義付けしてください。e-card を使用しますのでラップも比較でき
ます。参加費は、当日納入で地図代、ビニール袋や e-card の消耗品代
のみのたったの 300 円。但し、レース後コントロール撤収にご協力頂き
ます。ミニ合宿みたいなノリで技術交流・情報交流をしたいと思います。
学生さん等、もう 1 日会場に残られる方は是非ご参加下さい。
[問合先]
山川 克則 Tel:047-486-5162（FAX 兼用)、携帯：090-4711-0306
但し家に不在のこと多いです。本人不在でも家人がご案内致します
が、直接聞きたいことがあれば携帯までお願いします。但し自宅に居る
時は電波の関係で携帯はつながりません。
E-mail：clubcup@orienteering.com
[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/

参加申込方法
[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 ：
2000 年 8 月 2 日（水）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。
後述します、キャンプサイトの確保は先着順ですので、参加申込に先
んじて行って下さい
[E-mail 申込方法]
(1) 指定銀行口座、もしくは郵便貯金口座、郵便振替口座に参加費を支
払う

(2) (1)の手続きの後、必要事項を記入した申込書を E-mail で送付する。
指定口座：
郵便振替 ００１２０−２−１６４３４
郵便貯金（ぱるる）記号１０５２０ 番号５０２６１５１
銀行
第一勧業銀行 高田馬場支店(店番号 064)
普通１１４２０６９
いづれも名義人は「山川克則」
E-mail 申込先：rmos@orienteering.com
E-mail 締切 ：2000 年 8 月 2 日（水）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、及びテキスト版をインター
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。締切は 8 月 2 日（水）です。
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。

宿泊（キャンプ）について
本大会の会場は椛の湖オートキャンプ場を全スペース貸切にして行い
ます。このキャンプ場は設備も良く、高原の湖畔であることから東海地
区では人気のキャンプ場で、夏季はいつも予約が取りにくい状況です。
今回は無理言って貸切にしていただきました。従って、現状主催者が全
65 スペースを買い取った形になっています。参加者の皆さんにはこのス
ペースを主催者から買っていただくということになります。本来この大
会が理想としているヨーロッパ型の滞在形式での大会により近づけたい
という主催者の意図もあります。
キャンプをしないでの参加も勿論可能ですが、以下の不都合がありま
す。それはご承知の上で参加頂くということをご理解お願いします。
1.キャンプサイトのあるクラブはオートキャンプ場ですので車を乗り
入れられますが、そうでない方の駐車場は会場から離れた所に用意
します。
2.オートキャンプ場ですので、タープテントや着替えのテントは指定
のサイトのみで設営可能です。サイトの無いクラブは天候に関わら
ずシートのみ広げられます。
3.ステージ前の芝生広場は競技で使用しますので、シートはパブリッ
クな公園部分に敷いていただきますが、それはステージからスター
トに向かう場所になります。キャンプサイトはゴールのあるステー
ジへ向かう途上にあり、先着順により湖畔に近くステージに近い位
置に配置していきます。
尚、宿泊はしなくてもサイトが必要という方も同料金となります。ま
た、クラブ員の一部がキャンプで宿泊し、それ以外の方（民宿等に宿泊）
が昼間テントサイトを利用するというのは可能です。宿泊人数に応じた
キャンプ料金をお支払い下さい。キャンプサイトのチェックアウト時刻
は午後 1 時でまだ競技中の時間帯です。夕方までこのサイトを利用する
方は、もう 1 泊分の利用料金が必要です。大会のある日曜午後になると
一般の利用者の方もキャンプ場に入ってきます。ゴールへのルートとな
る湖畔のサイトは大会参加者で占めておきたいので、土日 2 泊連泊の申
込をしたクラブを、優先的に湖畔のサイトに割り振ります。
キャンプサイトの広さは 1 区画が 100 ㎡、うまく配置すればテント 2
張り、車 2 台、及びタープテントが入る大きさです。定員は 5 人ですが、
8 人位は 1 サイトに泊まれます。但し、割増料金が 1 人につき、800 円
（高校生以上／中学生以下は 400 円、4 歳以下無料）かかりますので、
10 人泊まるのであれば居住性のことを考えると 2 サイト確保することを
強くお薦めします。キャンプサイトのチェックインは 14:00 より、チェ
ックアウトは 13:00 までです。大会終了時刻までサイトを確保したい場
合は 2 泊分の料金が必要です。
【キャンプサイト申込】

先行した会場案内、e-mail 案内で何らかの形でキャンプサイトの確保
を申し出て頂いた（仮申込）クラブの分は既に確保済みです。本要項配
布と同時に本申込を開始します。キャンプサイト使用基本料金 4,800 円
（ゴミ回収協力費 300 円を含む／定員 5 人）を大会申込と同じ指定口座
のどれかにお振込み、下記に従って本申込をして下さい。6 月中に行って
下さい。7 月に入りますと先行予約していない方と扱いは同じと致します。
基本料金以外のもの（人数割増、ＡＣ電源使用料（¥1,000）、お風呂（¥400）
、
コインランドリ−、コインシャワー、その他レンタル品（テント、鍋、
毛布等））は当日精算となります。尚、ウッディハウス（５棟）は先行案
内ですでに予約受付を終了いたしました。こちらについては個別に正式
申込のご案内をさせていただきます。ウッディハウスのチェックアウト
時刻は午前 10 時です。また、ウッディハウスだけを確保したからといっ
ても、上記のようにタープテントを設営する場所は確保されていません
のでご注意下さい。何か不明な点がございましたら問合せ先までお願い
します。
申込方法：
１サイトにつき¥4,800 を指定口座に振り込んだ（定額小為替の郵送
でも可とします）後、E-mail もしくは郵便葉書、fax にて必要事項（ク
ラブ名、必要サイト数／土-日○サイト、日-月○サイトを明記／日付の明
記のないものは無効とします、申込代表者、住所、電話、E-mail、振込
先口座／指定 3 口座のどれに振り込んだか、振込み局名、手続日）を送
信して下さい。先着順に受け付けます。申込状況は公式 web ページにて
随時案内していきます。申し込みが遅くなり確保が不安な場合はご参照
下さい。web をご覧いただけない方は電話で確認して下さい。
キャンプ場の詳しいご案内は、下記 URL をご参照下さい。より詳細な
施設案内を行っております。
http://www.matrics.or.jp/comm/play/camp/a001/syoukai.htm

その他の注意事項
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。

前日大会のご案内
スウェーデンプロマッパー、ペローラオルソン氏によるマッピング。
あの、根ノ上高原のマップが完全な形でリファイン！
8 月 26 日（土）根ノ上高原ショートオリエンテーリング大会
主催：ＯＬＣルーパー
会場；根ノ上高原 根ノ上湖湖畔広場
中央自動車道「恵那」IC から車で 30 分
競技形式：ショートＯ
地図：ニューマップ
縮尺 1:10,000 等高線間隔 5m 通行可能度 4 段階
クラス：ME,WE,MA,WA,M50A,W50A,M35A,W35A,M20A,W20A
MB,WB,グループ及びチャレンジ
参加費：事前申込 1,000 円 事前申込当日払 1,400 円
当日申込 1,800 円 グループ 400 円
当日受付：9:30〜10:30
申込方法：郵送もしくは電子メール
郵送申込先：
〒507-0042
岐阜県多治見市前畑町 2-6-102
岡本 敦
電子メール要項請求及び問合せ先
: shihoko@orienteering.com
tel:0586 51 9023

3.大会プログラムは 8 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。
本大会では、電子機器を本格的に導入しペナチェックもゴールタイム
も電子的にデータを取得する方法で今まで以上に少人数で運営します。
また、一人でも多くの方に参加して楽しんでいただくため、何人かの方
には運営兼任をお願いしています。円滑な運営遂行の為、皆様の協力を
重ねてお願い申し上げます。
5.本大会は、2005 年夏に愛知県で世界選手権を誘致しようと活動してい
る「ドリーム 2005 プロジェクト」の協賛大会です。本大会の収入の一部
はその誘致活動に使用します。すでに、大会当日は開催場所を決定する
ＩＯＦ総会直後でありますので、決定していれば、世界選手権の為の準
備資金になります。また、そうでなくなった場合も、次のチャンスを伺
う準備資金とする予定です。そのための少人数運営でもありますが、コ
ース、会場レイアウト等の競技環境は手抜きなく最高のものを準備いた
しますので大会を楽しみにお待ち下さい。また、この収支と言う点では、
主催者が買い占めたキャンプサイトが大半が埋まらないとなると、大き
く影響し準備資金にあまり回らないということになります。この点でも、
大会趣旨をお汲み取りいただき重ねてご協力宜しくお願い申しあげます。

おしらせ
来年（2001 年）の第 9 回クラブカップの開催地について悩んでおります。
来年夏は秋田でワールドゲームスが開催されます。これは、非オリンピック
種目のオリンピックとも云われるもので世界から一流選手が来日します。こ
の大会をより多くの観客と共に盛り上げようと思い、クラブカップを併設し
ようかという話もでているのですが、今この大会に多数参加していただいて
いる方の意義付けを考えると、クラブカップを秋田まで行って開催するのは
ちょっとはずれているかもと悩んでいるのです。しかもワールドゲームスの
期間はお盆です。
（開催するとしたら、
8 月 19 日の日曜でしかもワールドゲー
ムスのリレーレース終了後の 12:00 スタートとかになります）
私としては、この大会を自分の力の及ぶ範囲で盛り上げたいし協力もした
いのですが、クラブカップというパイの最大多数の動向やその参加意義をよ
り大切にしていきたいと考えています。6 月中位には結論をだすことになるで
しょう。アンケート形式は取りませんが、e-mail 等何らかの形で皆様のご意
見をお聞きしたいと思います。
尚、秋田でのワールドゲームスにクラブカップを併設しない場合は、7 月後
半の土日で、水篶刈（ミスズカル）や長野県協会とともに、伊那・駒ヶ根地
区で 2 日間ともニューマップの複数日大会を開催する予定です。
（今のところ、クラブカップは別に開き、秋田ではクラブカップスペシャル
バージョン／5 人リレー位でルールもスペシャル版で併設大会に協力してい
こうかな、という考えが私の中では有力です）

大会 PR

インカレショート 2 0 0 0
日時：2000 年 11 月 12 日（日）
場所：滋賀県高島町ガリバー青少年旅行村
問合せ先：e:mail:kimata_j@cfk.co.jp
tel:077-588-5030
公式ホームページ：

http://www.orienteering.com/~ics200/

※一般併設大会もございます。奮ってご参加ください。

クラブカップはクラブの競技力を発揮する場以外にも、あらゆる「宣伝」
の場でもあります。クラブ単位で参加し、しかもこれだけの大人数を相
手に宣伝するのは、またとない機会です。主催者は、まはや恒例ともな
っておりますが、大会当日ステージ場で、競技運営に支障のない時間帯
でのマイクの貸出は勿論のこと、このように要項とかの公式配布物まで
もスペースの許す限り他大会の宣伝の場を設けていきます。プログラ
ム・成績表（今度こそ早く出したい）をお使いいただくことも構いませ
んので、問合せ先まで打診して見てください。

第 8 回クラブカップ 7 人リレーエントリフォーム
（このページ B5 判大を切り取ってご使用ください／コピー可）

**** エントリ内容 ****
（クラブでまとめて申し込む場合最初の 1 枚目にまとめて申込内容をお書き下さい。

チーム数
クラブカップ
ベテランカップ
成績表部数
（郵送申込者のみ）

単価
12,000
7,000
500

小計

必要数

合計金額
振込手続者（振込の名義人名）
振込日時
振込手続銀行/支店名
振込先口座
第一勧銀・ぱるる・郵便振替・定額小為替
（どれかに○）

**** 第 8 回クラブカップ 7 人リレー参加申込書 ****
クラブでまとめて申し込む場合は、上の枠を切り取らずに B5 大用紙のまま下記を複数枚の用紙にお書き
下さい（コピー可）

参加クラス

クラブカップ・ベテランカップ（どちらかを消す）

資格

正規チーム・オープン参加（どちらかを消す）

チーム名

必ずクラブ名をチーム名の中に入れること

前回順位

不明の場合未記入でも可

代表者氏名
代表者ふりがな
代表者電話番号
代表者郵便番号

〒

代表者住所
氏名
第1走者
第2走者
第3走者
第4走者
第5走者
第6走者
第7走者
備考
クラブの抱負

（80字以内／プログラムに掲載します）

性別

年齢

