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クラブカップが伊那谷に帰ってきました。
しかも、オリエンテーリング人口減少が顕
在化するなか、1000人の大台を取り戻し
ました。ありがとうございます。私が35
歳の時に始めた本大会もその後毎年開催
し、12回の歴史を積み上げるまでになりま
した。まったくの個人大会といってもよかっ
たものが、今でもその形は残っていますが、こん
なにもビッグな大会に成長してこれらたのは、大会の一
貫したスタイルでもあるのですが、「価値は参加者がみず
からが創り上げてきた」からだと本当に思います。
ここ駒ヶ根では3年前にも、クラブカップの企画をして
いました。しかし、私の長期病気入院によって準備が間に
合わなくなり、前日大会として企画されていた、伊那市の
鳩吹公園で、クラブカップリレーも行う2日間大会といた
しました。そのとき地元には、必ず近いうちにまた大勢の
人連れてきますから、と約束したのですが、今回はその約
束を果たすことにもなりました。ですがその道のりはきび
しく、本年も世界選手権の準備で拘束される日々の中、そ
の上に、5月に体調を崩し、7月に骨折と合併症の治療の
ための入院・手術もあり、厳しい日程を強いられたのです
が、なんとか復活し、時間の限られた中、仲間の協力を得
て、精一杯の準備をして参りました。この大会はライフワ
ークといっても良いくらいなので、いくらでもやりたいこ
とは出てきて、全部やれないことにもどかしさが常につき
まといます。
ですが、自身の仕事を会社化したのを機に、この大会が
真に永続していける大会となれるような取り組みを今回か
ら始めさせていただきました。本格的なプログラムに装い
を替えたのもその一環です。
千人もの人間が毎年集まりこれだけの盛り上がりをみせ
る、これはめったにない大きなエネルギーの塊であります。
それを自己満足ですますのではなく、正当に認められるよ
うにしたいと思っています。そういう意味でも、ここ駒ヶ
根はまさに絶好の場所だと云えます。オリエンテーリング
を頑張っている人も、それなりの人もすべてを受け入れ満
足させてくれる可能性に溢れている、まさにクラブカップ
の理想の場所、パラダイスだと考えています。地図もコー
スも最後の最後まで十分に練り上げて良いものにしていく
努力を惜しみません。
本大会開催にあたり、地元駒ヶ根市および、施設をおり
する中央アルプス観光（株）はじめ協賛各位には、絶大な
るご支援と理解を賜りました。おかげさまで、盛大な大会
を開催することができます。さあ参加するみなさん、それ
ぞれのスタイルで精一杯盛り上がり、しゃぶりつくすほど
楽しんでいって下さい。

クラブカップ主宰
R.M.O-サービス　代表　山川克則

第12回クラブカップへようこそ！
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スケジュール

会場「家族旅行村」ついて

【2日間共通案内】問い合わせ一覧

10月2日(土) 前日イベント　
13:00～ スプリントレース受付

14:00～15:30 スプリントレース一般クラススタート

(当日参加枠あり、キッズOあり)

15:30～16:00 スプリントレース

エリートクラススタート

(当日参加枠あり)

16:15～16:30 スプリントレース表彰式

16:30～16:50 クラブカップリレー開会式

〔以上、アルプスの丘芝生広場野外音楽堂付近〕

17:00～18:00 2004WOC/WTOC/JWOC/

ユニバシアード報告会

〔家族旅行村レストラン〕参加無料

1人1メニューご注文して下さい。

10月3日(日) クラブカップ7人リレー2004
〔アルプスの丘芝生広場野外音楽堂付近〕

7:30 開場、受付及びe-card配布

8:15 競技説明

8:20 オーダー表提出締切

8:30 クラブカップクラススタート

8:40 ベテランクラブカップスタート

9:00頃～ゴール閉鎖まで　キッズO

11:40 ベテランクラブカップ優勝想定時刻

13:10 第1次リスタート(第5走までの未出走者)

13:30 クラブカップ優勝想定時刻　

14:30 第2次リスタート(第6走・7走の未出走者)

15:00 表彰式

16:00 競技終了(ゴール閉鎖)

クラブカップ公式ホームページ

問合せ先

公共交通案内

宿泊情報

会　場
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駐車場について
《よろしくご協力下さい》 【土曜日】

【日曜日】

ス
タ
ー
ト
へ

ケビン村ケビン村ケビン村

オートオート
　キャンプ場　キャンプ場
オート
　キャンプ場

キャンプ場キャンプ場オート
　キャンプ場

バーベキュー場

トイレ

トイレトイレトイレ

トイレトイレトイレ

ベルの丘ベルの丘ベルの丘

ビジュアル区間ビジュアル区間ビジュアル区間

ビジュアル区間

参加者
　駐車場

パターゴルフ場パターゴルフ場パターゴルフ場

こぶしの湯こぶしの湯こぶしの湯

レストランレストランレストラン 管理棟管理棟管理棟

ボブスレー乗り場ボブスレー乗り場ボブスレー乗り場

トイレトイレトイレ

池 池
池

ステージステージステージ

リンリン
　サークル

ゴーカート場

マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場

一走
スタート地区

最終コントロール

競技者の流れ

※

こちら側の駐車場は一般の方の駐車場所と
して空けておくため、オリエンティアは、
使用をご遠慮下さい。但し、大型バスで
来場の団体を除きます。

参加者臨時
駐車場

未舗装の空地です。本大会専用駐車場です。
こちらから先に駐車してください。

下の参加者駐車場が
満杯になった後は二
車線道路のこの地点
より先の左側に順に
縦列駐車して下さい。
他の場所は競技に支
障をきたしますので、
決して駐車しないで
下さい。

※※オートキャンプ場及びケビンを予約の方：
【土曜日】先に宿泊受付をして、指定の場所に
               駐車してから、大会にご参加下さい。
【日曜日】チェックアウト時刻と関係なく、
               大会終了後まで、そのまま駐車して
               おいて下さい。

会 場 図

2日間共通案内



誘導テープの規定色について

「赤白テープ」

「青黄テープ」

「例外」
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トイレトイレトイレ

トイレトイレトイレ

ベルの丘ベルの丘ベルの丘

ビジュアル区間ビジュアル区間ビジュアル区間

ビジュアル区間

ボブスレー乗り場ボブスレー乗り場ボブスレー乗り場

トイレトイレトイレ

ステージステージステージ

ビジブル
　コントロール２

ビジブルビジブル
　コントロール１　コントロール１
ビジブル
　コントロール１

クラブサイトクラブサイトクラブサイト

次走者
　待機枠

e-card
　読み取り

ここで
アクティベート
して下さい

チェンジ
　オーバー

１走
スタート地区

ステージ前、チェンジオーバー付近は
パブリックな応援スペースです

クラブサイトは２ヶ所のオープン及びその間の林です。テープ・ぺグ等で区切った指定の枠内に
陣取って下さい。ステージ側のオープンは広告出稿クラブ優先とさせていただきます。
今回のレースではビジブルコントロール１、ビジブルコントロール２があります。
何回も至近距離で応援できます。特にビジブルコントロール１は『大きな岩』で、岩の上に乗って
写真撮影や応援も可能です（アプローチするランナーのクラブ優先でお願いします。

※

※

【2日間共通案内】

会場詳細図
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スプリントレース
2004年10月2日（土）

翌日の足慣らし、懐の大きな家族旅行村という施設の全貌を知っていただき、エリートク
ラスではわが国初の賞金レースを行います（賞金及び賞品の内容は当日発表します）

地　図

受　付（13:00～14:30）

陣取り

スタート

競　技

e-card返却

表　彰

【競技案内】

スプリントレース
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氏名・所属 MyカードNo. スタート時刻 氏名・所属 MyカードNo. スタート時刻 氏名・所属 MyカードNo. スタート時刻

M21 140名
櫻田隆之 ときわ走林会 84287 14:00:00
川合勝久 浜松OLC 14:00:30
原健太 京都OLC 14:01:00
多田野清人 筑波大学OL愛好会 14:01:30
美藤陽一 広島OLC 14:02:00
上野光 東北大OLC 478423 14:02:30
嵯峨浩靖 岩手大学OLC 14:03:00
入江崇 サン・スーシ 14:03:30
高瀬悠太 東京工業大学 14:04:00
榊原明美 浜松OLC 14:04:30
山口卓也 岩手大学OLC 85311 14:05:00
関谷茂樹 東北大OLC 92470 14:05:30
大滝民己 ES関東クラブ 14:06:00
荒川渓 東大OLK 14:06:30
知念毅 横浜OLクラブ 38803 14:07:00
岡本健一 ぞんび～ず 14:07:30
熊野匠人 東大OLK 63965 14:08:00
藤沢政宏 京葉OLクラブ 402121 14:08:30
竹内瞬 東北大OLC 84305 14:09:00
落合公也 OLCルーパー 76972 14:09:30
吉田武生 ぞんび～ず 14:10:00
清谷智弘 横浜OLクラブ 38805 14:10:30
福井智 朱雀OK 14:11:00
竹内誠史 東大OLK 64498 14:11:30
山本幸一 大阪OLC 14:12:00
田島明 入間市OLC 14:12:30
奥田健史 京葉OLクラブ 14:13:00
今野良介 早大OC 14:13:30
久保村隆 上尾OLC 14:14:00
室田知宏 京大OLC 64099 14:14:30
山口能史 東大OLK 63968 14:15:00
田崎友康 Team白樺 14:15:30
藤本裕介 新大OC 14:16:00
湯山永久 筑波大学OL愛好会 14:16:30
金田浩 方向音痴会 14:17:00
大塚友一 木酔会 483384 14:17:30
大島健一 朱雀OK 14:18:00
野上健士 横浜OLクラブ 14:18:30
岩倉毅 OLP兵庫 14:19:00
山本徳子 浜松OLC 14:19:30
高田智実 京大OLC 64094 14:20:00
上條圭 方向音痴会 14:20:30
宇田川雅令 ES関東クラブ 14:21:00
中村貴史 KOLA 14:21:30
鈴木挙直 京葉OLクラブ 14:22:00
長瀬陽一郎 OLCルーパー 76970 14:22:30
福田大輔 東大OLK 63907 14:23:00
坪居大介 東京工業大学 14:23:30
梅田和良 方向音痴会 14:24:00
西田剛志 東大OLK 63978 14:24:30
JoergVetter 多摩OL 95117 14:25:00
福田重一 岩手大学OLC 76901 14:25:30
久保喜正 京都OLC 14:26:00
新井和彦 入間市OLC 14:26:30
真壁啓司 慶応義塾大OLC 14:27:00
仁多見剛 多摩OL 483353 14:27:30
益本宇一朗 東大OLK 64512 14:28:00
谷村正樹 大阪OLC 14:28:30

鈴木正文 浜松OLC 14:29:00
杉山尚徳 東北大OLC 478419 14:29:30
徳江勇樹 多摩OL 14:30:00
野田秀俊 東大OLK 14:30:30
深川陽平 朱雀OK 14:31:00
宇野裕人 サン・スーシ 14:31:30
宇野浩一 多摩OL 478448 14:32:00
小澤啓 方向音痴会 14:32:30
島田宏輔 広島OLC 14:33:00
四俣徹 東京OLクラブ 76951 14:33:30
西村崇 ふとった鳩の会 14:34:00
矢萩靖 仙台OLC 38779 14:34:30
棚橋是之 つるまいOLC 14:35:00
田濃邦彦 静岡OLC 14:35:30
山際正俊 方向音痴会 14:36:00
木村耕平 入間市OLC 14:36:30
青柳琢 ふとった鳩の会 14:37:00
長谷川裕 朱雀OK 64095 14:37:30
石井孝宏 方向音痴会 14:38:00
後藤崇 東大OLK 14:38:30
浅井貴弘 岩手大学OLC 76893 14:39:00
野中俊樹 OLCルーパー 76973 14:39:30
高島和宏 Team白樺 14:40:00
西村康寿 ふとった鳩の会 14:40:30
加藤芳昌 静岡OLC 14:41:00
小比賀健司 朱雀OK 14:41:30
清藤祐三 東大OLK 14:42:00
前田哲史 朱雀OK 14:42:30
北川知伸 朱雀OK 14:43:00
小島淳 ふとった鳩の会 14:43:30
前田青 東大OLK 63953 14:44:00
多田奨 新大OC 487841 14:44:30
土井聡 ES関東クラブ 14:45:00
今井直樹 早大OC 14:45:30
盛田彰宏 東京OLクラブ 76952 14:46:00
浅野昭 浜松OLC 14:46:30
大野隆久 浜松OLC 14:47:00
前田裕太 東京工業大学 14:47:30
奥文法 サン・スーシ 14:48:00
武藤雅昭 浜松OLC 14:48:30
今井直樹 多摩OL 14:49:00
牧山知彦 東大OLK 63969 14:49:30
田村優喜 東大OLK 63967 14:50:00
須藤かおる 入間市OLC 401534 14:50:30
山崎貴幸 川越OLC 14:51:00
小野田敦 京都OLC 14:51:30
野口和範 東大OLK 63903 14:52:00
杉田俊哉 入間市OLC 14:52:30
飯島誠 サン・スーシ 14:53:00
坂本伸也 入間市OLC 483413 14:53:30
小松田成幸 岩手大学OLC 76898 14:54:00
森欣樹 方向音痴会 14:54:30
永瀬真一 KOLA 14:55:00
柿並義宏 Team白樺 14:55:30
降旗健 東大OLK 14:56:00
石川昌 サン・スーシ 14:56:30
三野隆志 多摩OL 14:57:00
田村陽祐 筑波大学OL愛好会 14:57:30
渡辺裕己 東大OLK 14:58:00

ME 35名
鶴井達也 名大椙山OLC 15:30:00
山崎貴彦 東大OLK 15:30:30
禅洲拓 仙台OLC 15:31:00
西尾信寛 朱雀OK 15:31:30
村田悠 名大椙山OLC 15:32:00
佐々木良宣 ときわ走林会 15:32:30
水嶋孝久 入間市OLC 483424 15:33:00
紺野俊介 横浜OLクラブ 402170 15:33:30
武藤広晃 名大椙山OLC 15:34:00
後藤大輔 東北大OLC 15:34:30
新宅有太 京都市 15:35:00
安井真人 木酔会 401509 15:35:30
塩崎太郎 名大椙山OLC 15:36:00
山本秀洋 岩手大学OLC 15:36:30
赤地祐彦 名大椙山OLC 15:37:00
高橋善徳 ときわ走林会 483352 15:37:30
富田吉郎 上尾OLC 15:38:00
多田宗弘 多摩OL 478444 15:38:30
小野田剛太 京大OLC 15:39:00
ErikTholen 京葉OLクラブ 15:39:30
李敬史 浜松OLC 15:40:00
元木悟 Team白樺 15:40:30
菊澤恵三 多摩OL 15:41:00
宮城島俊太 ときわ走林会 15:41:30
石井龍男 千葉OLK 15:42:00
早野哲朗 京葉OLクラブ 15:42:30
武政泰輔 多摩OL 15:43:00
櫻本信一郎 仙台OLC 478441 15:43:30
藤嶋大介 名大椙山OLC 15:44:00
杉山隆司 サン・スーシ 402937 15:44:30
加藤弘之 ES関東クラブ 15:45:00
南茂哲也 岩手大学OLC 15:45:30
大町宏志 多摩OL 15:46:00
八神遥介 東北大OLC 478446 15:46:30
寺垣内航 京葉OLクラブ 15:47:00

WE 20名
柴田理恵 名大椙山OLC 15:30:00
高野麻記子 ときわ走林会 15:31:00
藤嶋純子 名大椙山OLC 15:32:00
加納尚子 朱雀OK 483354 15:33:00
岩瀬可奈 名大椙山OLC 15:34:00
番場洋子 Team白樺 15:35:00
山口能登美 名大椙山OLC 15:36:00
元木友子 Team白樺 15:37:00
腰山いづみ 名大椙山OLC 15:38:00
三好暢子 上尾OLC 15:39:00
志村和子 名大椙山OLC 15:40:00
姫野祐子 仙台OLC 15:41:00
中川美樹 名大椙山OLC 15:42:00
落合志保子 OLCルーパー 15:43:00
原響子 多摩OL 15:44:00
並河朋 名大椙山OLC 15:45:00
宮内佐季子 ぞんび～ず 15:46:00
西脇千可子 名大椙山OLC 15:47:00
森澤寿里 奈良女OLC 15:48:00
寺島香織 名大椙山OLC 15:49:00

スプリントスタートリスト
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氏名・所属 MyカードNo. スタート時刻 氏名・所属 MyカードNo. スタート時刻 氏名・所属 MyカードNo. スタート時刻

松井宏介 朱雀OK 14:58:30
吉村年史 広島OLC 401654 14:59:00
青柳健大 仙台OLC 401727 14:59:30
金谷敏行 朱雀OK 84299 15:00:00
藤沼崇 新大OC 487843 15:00:30
坂本貴史 ときわ走林会 15:01:00
岡安隆史 千葉OLK 15:01:30
野末徹 浜松OLC 15:02:00
名児耶敏也 広島OLC 15:02:30
福井樹 多摩OL 15:03:00
尾崎高志 早大OC 15:03:30
阪本博 朱雀OK 15:04:00
加藤芳昌 静岡OLC 15:04:30
高橋伸寧 慶応義塾大OLC 15:05:00
宮川純一 筑波大学OL愛好会 15:05:30
酒井克明 Team白樺 15:06:00
小笠原揚太郎 東京OLクラブ 401810 15:06:30
土屋周史 朱雀OK 15:07:00
菅原琢 多摩OL 77027 15:07:30
小林俊介 けやき 15:08:00
山口尚宏 入間市OLC 77011 15:08:30
蛭田晃仁 ときわ走林会 483356 15:09:00
円井基史 多摩OL 77038 15:09:30

M40 30名
文正萬 サン・スーシ 14:00:00
横田実 KOLA 14:00:30
中原信一 大阪OLC 14:01:00
下江貴博 広島OLC 14:01:30
小山清 京葉OLクラブ 14:02:00
町井稔 多摩OL 483414 14:02:30
森山松年 春日部OLC 14:03:00
内山　孝博 OLＰ兵庫 14:03:30
清水尊司 広島OLC 14:04:00
松橋徳敏 つるまいOLC 14:04:30
宇津明範 ES関東クラブ 400850 14:05:00
大林俊彦 大阪OLC 14:05:30
西沢敦 東京OLクラブ 76953 14:06:00
柳澤貴 ES関東クラブ 14:06:30
梅林正治 多摩OL 14:07:00
野中好夫 多摩OL 14:07:30
井上仁 OLCレオ 14:08:00
楠見耕介 大阪OLC 14:08:30
愛場庸雅 OLCレオ 14:09:00
長谷川照恭 サン・スーシ 14:09:30
山本賀彦 OLＰ兵庫 483429 14:10:00
鈴木規弘 多摩OL 14:10:30
石沢賢二 春日部OLC 14:11:00
佐藤政明 大府市 14:11:30
武藤拓王 横浜OLクラブ 14:12:00
西山立 サン・スーシ 14:12:30
小野賢二 多摩OL 483417 14:13:00
田中徹 京葉OLクラブ 14:13:30
角岡明 つるまいOLC 14:14:00
倉田泰之 松阪OLC 14:14:30

M50 51名
井上稔雄 春日部OLC 14:20:00
久保田優 入間市OLC 402065 14:20:30
元川邦人 愛知OLC 14:21:00
冨樫勉 サン・スーシ 92755 14:21:30

中村信雄 入間市OLC 14:22:00
笠井泰自 大阪OLC 14:22:30
大塚校市 千葉OLK 483411 14:23:00
今関朝樹 京葉OLクラブ 14:23:30
石田亘宏 愛知OLC 401471 14:24:00
加藤昭次 多摩OL 483421 14:24:30
金子八三 松阪OLC 14:25:00
鈴木榮一 千葉OLK 483407 14:25:30
平雅夫 多摩OL 14:26:00
清水榮一 石川OLK 14:26:30
平島俊次 京都OLC 14:27:00
中山勝 春日部OLC 14:27:30
田代弘幸 サン・スーシ 14:28:00
古津和夫 京都OLC 14:28:30
前田春正 KOLA 14:29:00
鷹澤正 上越市OLC 14:29:30
塚田元朗 京都OLC 14:30:00
天明英之 東京OLクラブ 76950 14:30:30
海野忠秋 川越OLC 14:31:00
小林二郎 愛知OLC 14:31:30
清水潔 横浜OLクラブ 14:32:00
河泰鉉 OLＰ兵庫 14:32:30
武田徳幸 千葉OLK 14:33:00
辻村修 コンターズ 14:33:30
平島勝彦 入間市OLC 401745 14:34:00
久保井輝政 サン・スーシ 14:34:30
柴田喜一 つるまいOLC 14:35:00
高橋厚 多摩OL 483410 14:35:30
山西一徳 入間市OLC 488131 14:36:00
田中紀十一 大阪OLC 14:36:30
宮林修 松阪OLC 14:37:00
小山太朗 サン・スーシ 14:37:30
小沢拓三 多摩OL 487855 14:38:00
高橋義広 京葉OLクラブ 14:38:30
高村卓 上尾OLC 14:39:00
古澤ヒロシ つるまいOLC 14:39:30
中安正弘 大阪OLC 14:40:00
山川和章 春日部OLC 14:40:30
高野義次 東京OLクラブ 76954 14:41:00
土屋晴彦 愛知OLC 14:41:30
尾上秀雄 サン・スーシ 38817 14:42:00
土屋邦彦 京都OLC 14:42:30
古川治 春日部OLC 14:43:00
菅家征史 川越OLC 14:43:30
小嶋裕 大阪OLC 14:44:00
鈴木正夫 千葉OLK 483383 14:44:30
大場隆夫 サン・スーシ 478417 14:45:00

M20 22名
岡本将志 OLC東海 14:00:00
海老成直 上尾OLC 14:01:00
豊田安由美 筑波大学OL愛好会 14:02:00
中尾吉男 東大OLK 14:03:00
大井恵介 東北大OLC 401285 14:04:00
戸田瑛 OLC東海 14:05:00
丸藤純 岩手大学OLC 14:06:00
宇野夏樹 多摩OL 14:07:00
大杉祥二 筑波大学OL愛好会 14:08:00
宮地慧 OLC東海 14:09:00
諸江 東大OLK 14:10:00
川名聡 慶応義塾大OLC 14:11:00

西村徳正 京大OLC 14:12:00
町井瑞希 多摩OL 483416 14:13:00
渡辺悠介 東北大OLC 401853 14:14:00
宇野駿介 多摩OL 14:15:00
吉野信 京大OLC 14:16:00
青山弘毅 筑波大学OL愛好会 14:17:00
栗城吾央 岩手大学OLC 14:18:00
大西康平 京大OLC 63905 14:19:00
前澤陽平 OLC東海 14:20:00
丹羽史尋 東大OLK 14:21:00

W40 6名
石田美代子 愛知OLC 401997 14:22:00
古澤久美 つるまいOLC 14:23:00
大塚ふみ子 千葉OLK 14:24:00
加藤伶子 入間市OLC 402185 14:25:00
海野とみ子 川越OLC 14:26:00
植松裕子 石川OLK 14:27:00

W20 2名
金城すみか 慶応義塾大OLC 14:28:00
金野愛子 東北大OLC 478443 14:29:00

W21 35名
黒河幸子 ES関東クラブ 38794 14:30:00
石川裕理 横浜OLクラブ 38815 14:31:00
新谷紗代子 京大OLC 14:32:00
菅原裕実 多摩OL 483409 14:33:00
伊東佑初子 筑波大学OL愛好会 14:34:00
清谷千鶴 横浜OLクラブ 488138 14:35:00
宇野明子 多摩OL 478440 14:36:00
大島裕子 朱雀OK 14:37:00
掛谷朋美 ふとった鳩の会 14:38:00
横澤夕香 ES関東クラブ 14:39:00
金城千晶 東大OLK 63960 14:40:00
杉崎真由子 筑波大学OL愛好会 14:41:00
千葉光絵 東北大OLC 401829 14:42:00
江田美晴 ES関東クラブ 14:43:00
小比賀少子 朱雀OK 14:44:00
河内谷名保子 KOLA 14:45:00
入江路子 サン・スーシ 14:46:00
菊池由喜 東北大OLC 401779 14:47:00
横江君香 朱雀OK 14:48:00
福井享子 多摩OL 14:49:00
喜多村唯 新大OC 14:50:00
原直子 東大OLK 63908 14:51:00
澤田留己 朱雀OK 14:52:00
水野恵 奈良女OLC 14:53:00
門間幸恵 東北大OLC 401414 14:54:00
橋本かよ 朱雀OK 14:55:00
小津久美子 OLCルーパー 76971 14:56:00
佐藤渚 朱雀OK 14:57:00
佐野満美 奈良女OLC 14:58:00
酒井か代子 Team白樺 14:59:00
荒井奈穂美 東北大OLC 401467 15:00:00
若木まりも ぞんび～ず 64096 15:01:00
松本千佐子 朱雀OK 15:02:00
釼持知美 慶応義塾大OLC 15:03:00
奥野侑子 筑波大学OL愛好会 15:04:00

スプリントレース
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クラブカップ7人リレー
2004年10月3日（日）

【競技案内】

公式掲示板

ナンバーカード（ゼッケン）

チームNo.プロフィール

開会式

陣取り

地　図

レンタルe-cardの配布と返却について

当日受付
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日本選手団報告会　
10月2日(土)17:00～18:00
クラブカップ開会式終了後、家族旅行村レストランにて

2004WOC(世界選手権/スウェーデン)
2004WTOC(世界トレイルO選手権/スウェーデン)
2004JWOC(ジュニア世界選手権/ポーランド)
2004ユニバーシアード(世界学生選手権/チェコ)
入場は無料ですが、レストランにて1人1メニュー注文して下さい。

応援グッズ

競技の流れ

メンバー表の提出と変更

スタート

スペクテーターズコントロール（ビジュアル区間）

チェンジオーバー(地図配布)

クラブカップ7人リレー
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・ 1／2走　　1:7,500 3.8km ↑160m 30分

・4／5走　1:5,000 3.5km？　
↑150m 25～30分

・3／6走　　1:7,500 4.2km？　
↑180m ＜3走35分＞＜６走40分＞

・ 7走　1:7,500 6.2km ↑250m 45分

リスタート

ゴール閉鎖（競技終了）

その他

速　報

コース及びテレインプロフィール

クラブカップ7人リレー【競技案内】
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成績表

表　彰
クラブカップクラス

ベテランクラブカップクラス

特別表彰

over300points

under150points

ファームチャンピオン

本部サービス

キッズＯ

各クラブからのインフォメーション

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。

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7人リレー


