
クラブカップ7人リレー、スプリントレース申し込み方法

はさみ込みの申込用紙を使う エクセルシートで申し込む
時間に関係なく申し込みたいあなたに！

Eメールで、

clubcup-info@orienteering.com 宛てに申込

エクセルシートを請求してください。Eメールに添付

して返信しますので、必要事項を入力してください。

郵送orＦＡＸ送信で申し込み完了 エクセルシートを添付して送信！
申し込み完了

これ１枚で申し込みは完了！

・本要項に添付されている申込用紙に必要事項をご

記入の上、申込み先まで郵送orＦＡＸしてください。

・複数チームを同時に申込む場合は、用紙をコピー

してください。代表者欄は1枚目にだけご記入いただ

ければ結構です。

・プログラム簡易版及び成績表のPDFデータはここからダ

ウンロード出来ます。

・掲示板も開設しています。クラブカップに対するご意見

をなど書き込んでください。但し、公序良俗に反するもの

や他人を中傷するものなどについては即刻管理人の判断で

削除させていただきます。（協力：島崎和彦氏）

留意事項
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

ついては当方では一切責任を負いません。

問い合わせ先
山川 克則 携帯電話：090-8041-4673

E-mail：clubcup-info@orienteering.com

◆Ver.3（ディスプレイ付き） ¥7,500
◆Ver.2（中古、学生向け、5年保障）¥2,000

スプリントレースのみを申込む場合も同じ用紙・フォーマットを使用してください。

参加費、Eカードレンタル代等を合計し、
銀行振込または郵便振替で送金も忘れずに！

宿泊・キャンプ案内
下記公式Webページで詳細に案内しています。

http://www.orienteering.com/~clubcup/2004/bul
letin1/index.html

家族旅行村のキャンプ場の空きはあとわずかです。ケビ

ンは満室となっています。このケビンは布団や炊事道具常

備で、かなり豪華で過ごしやすいものです。

その他の宿泊情報等は、駒ヶ根市ホームページ

http://city.komagane.nagano.jp/ 
駒ヶ根市観光協会　　　0265-83-2111

駒ヶ根市観光案内所　　0265-81-7700

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/

購入希望の方は、EMIT協会：chanman@pb3.so-net.ne.jp （羽鳥 和重）
詳しい情報は、 EMIT協会HP：　http://www.orienteering.com/̃emit/



あのクラブカップが伊那谷に戻ってきた。
ここは別天地。いつでも帰ってこられる。

そしてＣＣ７は新装する。
ここは、オリエンテーリングパラダイス。

なんらかの事情で去ってしまったあの人を、呼び戻す最大のチャンス！
ここは、いつでも戻ってきていい場所。そして誰もを満足させる場所。

そんな極上の素材を力いっぱいのアレンジであなたに、
そしてあなたのクラブに提供します。

主　催： R.M.O-サービス
共　催： 長野県オリエンテーリング協会
企画監理：ジェネシスマッピング
後　援： 駒ヶ根市、駒ヶ根市教育委員会（申請中）
協　力： 駒ヶ根高原家族旅行村　他地元施設
協　賛： 日本旅行
開催場所：長野県駒ヶ根市駒ヶ根高原
会　場： 駒ヶ根高原家族旅行村　アルプスの丘芝生広場
交　通：
自家用車： 中央自動車道駒ヶ根ICより約5分、会場内

に駐車場あり
高速バス便： 新宿駅、名古屋駅から、駒ヶ根ICまたはJR

駒ヶ根駅着。駒ヶ根ICより徒歩、もしくは
JR駒ヶ根駅よりタクシー

2004年10月2日（土）、3日（日）2004年10月2日（土）、3日（日）
雨天決行、荒天中止

本大会はＷＯＣ2005協賛大会です。

申込締切
2004年9月3日（金）

スプリント
レースと

同時申し込
み

できます！

スプリント
レースと

同時申し込
み

できます！

第12回

クラブカップ7人リレー
オリエンテーリング大会
実施要綱前日、スプリントレース 併設!!

第12回

クラブカップ7人リレー
オリエンテーリング大会
実施要綱前日、スプリントレース 併設!!



クラブカップ
7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.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.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。
5_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。
5_2.5_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、その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。
5_3.5_2で代替した選手選手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。
【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】ア．35歳以上男性
6.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。
6_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。

6_2.6_1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】（男子新入部員）
をもって替えることができる。

7.高校生以下のみのチームにおいては、一切の構成員に
関する制限を設けない。

ベテランクラブカップ
4人1チームのポイントOLによるリレー
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、30歳以上女性、もしくは40歳以上男性で
あり、年齢ポイント※が、200以上であること
※チーム全員の2005年3月31日現在の満年齢（女性は
+10）の合計。

クラブカップ

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

6位まで表彰

◎特別表彰
「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

「under150points」 年齢ポイントが

150を下回るチームで一番成績が良かったチーム
※チーム全員の2005年3月31日現在の満年齢（女性は＋
10）の合計。「under150points」では（女性＋10）は
しません。

「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

3位まで表彰

参加費（1チーム）・Ｅカード
学生／生徒のみ
のチーム

クラブカップクラス
Myカード使用 ￥19,000 ￥14,000

Eカードレンタル ￥20,000 ￥15,000

ベテランカップクラス
Myカード使用 ￥11,000 ￥8,000

Eカードレンタル ￥12,000 ￥9,000

Myカードをお持ちの方はお使いください。番号は事

後入力するので、誰がどのカードを使っても構いま

せん。クラブまたはチーム内での貸し借り、使い回

しに制限はありません。レンタルは3枚1組（1チー

ムで使い回ししやすい数）で行います。

テレイン・走区概要
（コースプランナー：山川 克則）

今回から、走順のコンセプトにより違った縮尺の地

図を使用します。

区間 最短タイム 概要／地図縮尺

1,2走 30～35分 ややテクニカルなリレーコー

ス／1：7,500

4,5走 25～30分 ４走はBクラス相当。4，5

走は共通部分があります。／

1：5,000

3走,6走 35～40分 ６走はEクラス相当部分があ

ります。3，6走は共通部分

があります。／1：5,000

7走 40～45分 エリートコース／1：7,500

・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。

・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。

地　図
「駒ヶ根高原家族旅行村」プリンタ出力　A4判マッ

プ、ビニル袋密封済み。等高線間隔 5m、通行可能

度 4段階表示　縮尺1：7,500／1：5,000

コントロール位置説明
IOF記号を使用

通過証明
EMIT社のEカードを使用します

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／オープンの申告は当日提出の走順票にて自己申
告となります。

◆正規チームのスタート後のメンバー・走順変更は、ス
タート後1時間以内に1回のみ可能です。

◆申込時（メンバー・走順仮登録）に正規基準を満たし
ていなくても、正規チームとしてエントリーすること
は可能です。オープンから正規チームへの変更はでき
ません。

◆年齢は2005年3月31日現在の満年齢。



スプリントレース
午後【家族旅行村アルプスの丘芝生広場】

スタート予定時刻：一般　14:00～15:30

エリート　15:30～16:00

当日参加は、事前申込の状況により全クラス若干名

受付けます。

開会式　優勝カップの返還
16:30頃【家族旅行村アルプスの丘芝生広場】

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）

ゼッケンの配布（e-cardの配布は当日朝です）

プログラムの配布

日本選手団報告会
17:00～18:00【家族旅行村レストラン】

2004WOC（世界選手権／スウェーデン）JWOC

（ジュニア世界選手権／ポーランド）ユニバーシア

ード（世界学生選手権／チェコ）

入場無料、（1人1メニュー注文してください。）

クラブカップ7人リレー2003！
【家族旅行村アルプスの丘芝生広場】

7:30：開場、Eカード配布開始

8:30：クラブカップスタート

8:40：ベテランカップスタート

9:00頃～ゴール閉鎖まで

キッズO 参加費：200円（お菓子つき）

オトナも参加可能。（お菓子なし）

エリートクラスはわが国初の賞金レースです。成績上位者には、
協賛企業のご提供により賞金が提供されます。優勝賞金36,000
円（予定）の獲得を目指して奮ってご参加下さい。パンチフリー
コントロール使用予定。一般クラスも、地元観光施設の無料券も
しくは割引券や特産品など豪華賞品を用意！

前日・当日スケジュール 前日スプリントレース
10
2（土）

10
3（日）

・一部ページはカ
ラー仕立て

これに伴って、成績表を別冊子で発行するのを廃止します。本大会の成績記録は公式インターネットWebページ
に発表します。正式な記録冊子としては、翌年のプログラムがその役割を果たします。プログラム簡易版はwebに
掲載し、プログラム冊子は当日お渡しします。
事前に郵送希望の方は240円切手を貼った角型3号の返送用封筒を必要冊数分下記原稿送付先にお送り下さい。

・過去のクラブカ
ップデータベース

・開催地の温泉や
買物、観光案内も

満載

各クラブの自由裁量によるページ（会員募集・本
大会に対する意気込みなど）で、本大会をより盛
り上げてくださいね！

出稿料（今回のみの試用価格）判型　Ｂ5

1ページ　　10,000円

（原稿　たて236mm×横158mm）

1/2ページ　 5,000円

（原稿　たて117mm×横158mm）

1/4ページ　 3,000円

（原稿　たて117mm×横78mm）

※ 出稿の際、原稿は各クラブでご用意下さい。（完全版下）
※ 写真などは、依頼側で網点処理などを施していないと、印
刷物上で綺麗には再現できません。尚、制作依頼について
も問合せ先まで別途相談ください。

※データ入稿はIllustrator Ver8.0 以上のみ受付けます。
（clubcup-info@orienteering.com）
※ 出稿していただいたクラブには、申込代表者あてに事前に
発送します。申込用紙に送付希望冊数をご記入ください。

原稿送付先
〒276-0027 八千代市村上団地1-32-409

山川 克則
出稿料振込先

みずほ銀行勝田台支店　普通1459428 山川 克則
郵便振替　00120-2-16434 山川 克則

募
集
し
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す
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募
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し
ま
す
!!

期　日：10月2日（土）午後
【家族旅行村アルプスの丘芝生広場】

地　図：等高線間隔2.5m、通行可能度4段階表示、
縮尺　1:4,000 （もしくは1:3,000、未定）

スタート予定時刻：　　一般　14:00～15:30
エリート　15:30～16:00

優勝設定時間：15分

クラス／参加費
クラス 資格 参加費 Eカードレンタル
ME

無制限 ￥3,000（レンタル代込）WE
M20

20歳以下W20
M21

無制限W21 ￥1,000 ＋￥300
M40 

40歳以上W40 
M50 50歳以上

※M：男子、W:女子、MEは性別不問、年齢は2005年3月31日現在の満年齢

予定賞金額
1位 36,000円
2位 18,000円
3位 9,000円

4位　4,500円
5位　4,500円
6位　4,500円

注：金額はレースに30名が参
加した場合を想定しておりま
す。参加者数の増減に応じて
賞金額も増減致します。

本大会参加者は、会場内にある「露天こ

ぶしの湯」に、通常500円のところ割引価

格450円にて入浴できます。

Eカードの使用／レンタルについて
◆ エリートクラスはパンチフリーコントロールを使用するの
で、Ver.3ディスプレイ付きEカードのみ使用可能です。
お持ちのカードがVer.3でない方にはレンタルいたします。
（マイカード使用でもレンタル代金返還はありません）
◆ 一般クラスはVer.3以前のカードでも使えます。お持ちでな
い方はレンタルしてください。（＋300円）

原稿送付締切 2004年9月3日（金）必着

特 典

【新
企画
】


