
【大会要綱】【６月１日版】   
いつでも戻って来られる 
夏の祭典クラブカップ７人リレー！ 

 
今回は２００５年アジアで初めての世界選手権されますが、そのメイン舞台となる作手高原での開催。 

世界選手権用に作成される公式トレーニング用マップのリリース第１弾が本大会となります。 
ＧＰＳも利用し、我が国最高の精鋭達による調査。そしてあの村越真が、なんと１０数年ぶりに自らコースを設定します。 

上位を狙う、それともウムなし完走。ライバルクラブとの熾烈な闘い。そして、家族ぐるみの参加も飽きることなし。 
今年もやります、キッズＯ。そして、トレイルＯ。そう、ここはいつでも戻って来られる場所。 

（学生クラブ向けと全員制限選手の表彰を増やしました。さらにどんな層にも楽しんでいただけます。今まで躊躇していたあなたも仲間を誘って震ってご参加下さい） 

 

第 10 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：2002 年８月 25 日（日） 雨天決行、荒天中止  
主催：R.M.O-サービス  
共催：三河オリエンテーリングクラブ  

愛知県オリエンテーリング協会  
後援：作手村、作手村教育委員会、つくで手作り村  

穂の国森作りの会  他を予定  
 

 
開催場所：愛知県南設楽郡作手村  
会場：つくで手作り村  
交通：東名自動車道豊川 IC、音羽蒲郡 IC より約 40 分、  

岡崎 IC、豊田 IC より約 1 時間。駐車場あり  
バス便は、新城からになります（少ない）。  

 
クラス：  
  クラブカップクラス：  
   7 人 1 チームのポイント OL による男女ミックスリレー  
  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.男女ミックスチームであること。すなわち、チームに必ず女子 1 名

以上含むこと。（後述のように経過措置をとる） 
  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. 申込期限、様式が守られていること。  
  4. チーム構成員全員がその日初めてのレースであること。  
  5. 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。  
  6. チームに入る女子 1名は、必ず第 5走か第 6走のどちらかでなけれ

ばならない。  
    （年齢は 2003 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。  

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。  
     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。  
     ア．35 歳以上男性  イ．20 歳以下男性  ウ．女性  
 
   但し、次のような特別ルールを設ける。（※二．については、昨年よ
り制限選手の構成が少しきつくなっております。が、これも今回までの

経過措置です。来年からは、女子 2 名以上を原則とし、女子専用走区を
設けます。今年のルール 6.はその経過措置です。それが適わない場合は、
さらにきついハンディをつけることになります。男女ミックスリレーの
基本コンセプトをご理解の上参加いただきたいと思います。もっともっ
と女性やベテランの方を、仲間で誘いあってご参加ください。ここは、
いつでも「戻って来れる場所」ですから）  
 
一． 女性３名以上の場合は、女性の年齢制限がなくなる。  

【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。  

二． チームに女性を含まない場合、つまり男性のみのチームの場合 
【制限選手 C】を使用することができません。【制限選手 A】【制限
選手Ａ】【制限選手 B】の構成となります。  
 

<特別表彰> 
「学生クラブ特別表彰」  
クラブカップクラスの要件を満たし、メンバー全員が学部学生である（院
生除外、留年生ＯＫ）チームの上位 3 位を表彰します。今まで以上に、
学生クラブの方も、強力チームを組んで奮ってご参加ください。 
「全員制限特別表彰」  
クラブカップクラスの要件を満たし、メンバー全員制限選手であるチー
ムの上位 3 位を表彰します。メンバーの高齢化が悩みのクラブもこちら
で熱い闘いを繰り広げて下さい。  

 
<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 2003 年 3 月 31 日現在の満年齢）  
 ※上記、「全員制限特別表彰」の新設に伴い、このクラスの見直しを考
えています。皆さんのご意見を聞かせて下さい。  
 
   ※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。  



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。  
 
テレイン・走区概要：  
  奥三河高原、矢作川水系巴川と豊川水系巴川が分流するこの地は、古
くから交通の要所で、数多くの史跡に富んでいます。亀山城址や武家屋
敷跡は、本テラインの中に存在します。林業が盛んな地域でもあり、通
行可能度は良好。斜面はやや急峻なものの、ＧＰＳを利用した点状特徴
物や通過容易地点の確定や、熟練者が作成する高精度の地図によって、
今まで以上に、スピーディで正確なアタックを要求するコースとなるで
あろう。  
  各走区とも、最大限に特徴づけるような設定となるよう努力します。
１・２走や５・６走では、植生が良く、緩斜面を中心に、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
ースを提供します。  
   
  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 ,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。  
コースプランナー：村越  真／コースコントローラ：山川克則  

 
スタート時刻：   
  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。  
 
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。欧州の大会ではセルフサービスのゴールも一般化しつつある
そうですが、当方でもゴール業務の画期的な小人数化、効率化に先鋭的
に取り組んでいます。詳しくはプログラムをご覧いただきますが、その
点のチームメンバーへの徹底等、参加者のご協力とご理解をいただきた
いと思います。  
 
表彰：  
  クラブカップは 6位まで、ベテランカップは上位 3位までを表彰しま
す。また、学生クラブ特別表彰、全員制限特別表彰を上位 3 位まで表彰
します。  
   
参加費：  
    クラブカップクラス   ：¥14,000／1 チーム  
    ベテランカップクラス：¥ 8,000／１チーム  
  ※本年度より、諸般の事情により１人あたり¥2,000にいたしました。 
 
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：  
  前回運営主体の「水篶刈」チームは無料で参加できます。  
 
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、成績は webで公開し
ています）  
 
地図：  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。 
  主催者の色々な事情により過去 2 年分の成績表発行が大きく遅れてい
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 24 日（土）15:30 頃  つくで手作り村、三河大会表彰式終了後直
ちに行います。  
  優勝カップの返還  
  テクニカルミーティング（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 24日（土）昼間：同会場にて三河大会（世界選手権 1000日前大
会および年齢別選手権プレ大会／別要項）  

  トレイルＯ・世界選手権 1000 日前大会  
  キッズＯ（参加費 100 円、低学年は会場が見渡せる範囲で一丁前に
地図読み、川辺で水遊びも出来ます。高学年は、近隣の亀山城址のお濠
跡の細かい地形にもチャレンジ、どのコースも安全です。ゴールすると
お菓子がもらえます。縮尺 2000分の 1。大人も、スプリント競技とし
て参加できます（お菓子はもらえません）。  

  
８月 25 日（日）もキッズ O やります。  
また、24日夜には各種報告会やセミナーなど企画されるところはプロ

グラムでご案内いたしますので、早めに概要をお知らせ下さい。 
 
 [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（および希望者は成績表代）相当の定額小為替を同封するか、
下記郵便振替口座に入金かどちらかを手続きの上、次の(0)(1)(2)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(3)もご同封ください。 
 
  (0) 定額小為替（いっしょに封筒で送金する場合）  
  (1) 必要事項を記入した申込書  
  (2) 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  
  (3) 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 八千代市村上団地 1-12-103 山川  克則  
 
締切  ：2002 年７月 29 日（月）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  
      名義人は「山川克則」  
 
  e-mail 申込先：rmos@orienteering.com 
  e-mail 締切   ：2002 年７月 29 日（月）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。
orienteering.com のトップページからリンクでたどれます。  
 
  e-mail 申込の方でプログラムの郵送を希望される方は、「クラブカッ
プ７人リレープログラム送付希望」という紙と、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（金）必着です。  
 
  e-mail 申込の方で成績表の事前申込を希望する方は「クラブカップ７
人リレー成績表送付希望」という紙と、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。orienteering.com のトップページからリンクでたど
れます。  
 
 

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。  
 3.大会プログラムは 8 月 14 日までに送付いたします。  
 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 年夏に愛知県で開催される世界選手権の準備活動「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を準備
活動の一助とするとともに、当日は専用ブースを設置いたします。皆様
のご協力とご理解、宜しくお願い申しあげます。  
 

駐車場 
 
会場のつくで手作り村は、「道の駅」仕様の施設ですので、駐車場があ

りますが、これは他の来場者に迷惑がかかりますので、オリエンテーリ
ング参加者は、土曜日曜両日とも駐車することが出来ません。前日は会
場ほど近くの巴小学校が駐車場となりますが、日曜は小学校で他の行事
があるため、駐車できません。会場から約北へ 2km の作手村役場周辺に
駐車していただきます。送迎は構いません。  

 

宿泊案内 
 
会場となる、「つくで手作り村」（駐車場含む）での、キャンプ・野営・

車中泊り込みは禁止されています（駐車場は夜間閉鎖します）。タープテ
ントや着替えテントなどの陣取りは、ステージ毎に日中のみの利用とな
ります。周辺部の宿泊に関してですが、三河高原地区でクラブカップの
参加者全員を収容するパイがそもそも物理的にありません。これは、2005
年まで引きずる問題ではありますが、今回は情報が入り次第 webに掲載
するともに、日本旅行の協力により、周辺部会場まで 1 時間程度のホテ
ル・民宿の案内を致しております。前述のように物理的に不足のため、
隣県までご案内することもあるかと思います。色々なタイプになります
ので、クラブごとに具体的に要望を述べていただき、早めに確保するこ
とをお勧めいたします。尚、設備の良いキャンプ場は周辺部には無いよ
うです。研修タイプのキャンプ場も含め調べがつき次第、web に掲載し
ていきます。作手村内では、村中心地に商人宿が 1 件、鬼久保ふれあい
広場周辺にペンションが 3 件あります。  

また、三河湖畔に数件民宿があります。  
 

ご案内：日本旅行五反田支店 担当／小林、正能  
電話：03-3492-6662（代）  FAX：03-3492-8725 
e-mail：  gotanda_office@nta.co.jp 
URL：  http://www.nta.co.jp/aft/98259374.asp 

 
                                                                   
 

前日大会のご案内 
 
8 月 24 日（土）世界選手権 1000 日前イベント（年齢別選手権プレイベント）  
 主催：三河オリエンテーリングクラブ  
会場：つくで手作り村（クラブカップリレーと同一）  
競技形式：1.5～2km のクラシック競技と、招待選手によるエキシビションレース  
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  
参加費：事前申込 1,800 円 学生 1,000 円 高校生以下とグループは 200 円  

 当日申込は、学生・一般 2,200 円 高校生以下とグループ 300 円  
申込方法：郵送もしくは Web 申し込み  
郵送申込先及び Web 申込先：  
 永井  昇 〒446-0001 安城市里町石橋団地 580 号  
 e-mail：  n-nagai@katch.ne.jp 

 電子メール版要項請求及び問合せ先  
      e-mail:：  anzai@orienteering.com fax：  0564-46-3563 
申込は本大会とは別です  
 

8 月 24 日（土）トレイルＯ・世界選手権 1000 日前大会／25 日も N コースのみ開設予定  
 主催：日本トレイル・オリエンテーリング研究会  
会場：つくで手作り村（クラブカップリレーと同一）  

 参加費：E,A：1,000 円 N：500 円（当日納入）  
申込：〒358-0002 入間市東町 1-15-6 田中  博 e-mail：FZA05731@nifty.ne.jp 
締切：8 月 20 日（火）必着  問合せ：高橋  厚 e-mail：astushi-t@mti.biglobe.ne.jp 
会場：つくで手作り村（クラブカップリレーと同一）    

今年もやります！（クラブカップはあらゆる「宣伝」の場） 
・プログラムにも、各クラブ大会などの宣伝コラム  
・速報ボードにはクラブマーク掲示（OCADか Illustrator ファイルで。大きさ 10×14cm）  
（以上 2 点の提出先は、e-mail のみ受付で rmos@orienteering.com まで）  
・大会当日ステージ上でのマイク貸出による宣伝やアピール機会提供  
※ その他、参加者サイドからの提案や集会・活動大歓迎！ まずは問合せ先まで打診をしてください。  

 

３年連続優勝中の多摩ＯＬのウィニングラン 

 



第 10 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／Word ファイルで受信した方はこのページをＢ５判に縮小して下さい） 

**** 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 単価 小計 
  クラブカップ   14,000  
  ベテランカップ   8,000  
  成績表部数   500  

  必要数   
  合計金額     
  振込手続者（振込の名義人名）    
  振込日時     
  振込局名    
  振込方法 定額小為替・郵便振替 

  （どれかに○）    
 

**** 第 10 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） 
クラブカップ特別表彰対象はマルをつける（学生クラブ特別・全員制限特別） 

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  性別 年齢  
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）    

 


