本当のクラブカップが駒ヶ根に帰ってきた！

2006 in Komagane

2006年(14回)

クラブカップリレー大会 実施要綱
インカレロング、トレイルＯも併催
今年のクラブカップは3日間。初秋の駒ヶ根高原を遊び尽くそう。
2006年9月16日（土）17日（日）18日（月・祭）
クラブカップが、また駒ヶ根に帰ってきました。
今回は３日間大会で大々的に開催します。多彩なメニューで、常連さんも何年かぶりの人も皆が楽しめるメ
ニュー構成です。さらに、インカレロングも同時開催、学生の熱気がさらに駒ヶ根高原を熱く彩ります。
きれいな景色、美味しい料理、初秋の駒ヶ根高原周辺では、オリエンテーリング以外でも色々な楽しみがあ
ります。日頃なかなか出てこられないお仲間もお誘いいただき、駒ヶ根での３日間、目一杯お楽しみ下さい。

開催日
16日(土)

17日(日)

18日(月)
主
共
後
協

イ ベ ン ト
スプリントレース

受 付 時 間
13:00〜15:00

スタート時 間
ゴール閉鎖
ﾌﾘｰﾊﾟｽ
14:00〜15:30
17:00
○
15:30〜16:00(Eクラス) 17:00
インカレロングモデルイベント 12:00〜15:50 12:00〜16:00
17:00
○
駒ヶ根高原大会
9:00〜14:30
9:30〜15:00
16:30
○
インカレロング
9:00〜12:20(予定) 15:20(予定)
×
インカレ併設トレイル
10:00〜15:20 10:00〜15:30
16:00
○
インカレチャレンジレース
12:00〜14:00 13:00〜15:00
16:30
○
ＣＣ７前夜祭バーベキューパーティ＆世界大会代表選手交流会＆チャリティオークション
１７日（日）１７：００頃から２０：００頃まで家族旅行村レストラン周辺で開催
クラブカップリレー
7:30〜8:00
8:30(クラブカップ)
15:30
8:40(ベテランカップ)

催
催
援
力

ジェネシスマッピング
駒ヶ根市
信濃毎日新聞社（予定）
長野県オリエンテーリング協会、日本トレイルＯ研究会、ES関東クラブ(インカレロング)、
日本オリエンテーリング協会強化委員会、 駒ヶ根市の皆様
協賛
㈱アメアスポーツジャパン(ＳＵＵＮＴＯ)、中央アルプス観光㈱、㈱ウェルダン(中央アルプスの天然水）
他地元各企業
大会会場
駒ヶ根高原家族旅行村
コース設定者
山川克則(ジェネシスマッピング)、山口尚宏(トレイルオリエンテーリング、トレイルO研究会)
スプリント地図
縮尺1:4,000、等高線間隔2.5ｍ、通行可能度4段階、ISSOM2005準拠
インカレ関係地図
縮尺1:10,000、等高線間隔5m、通行可能度4段階、ISOM準拠
トレイルO地図
縮尺1:4,000．等高線間隔2.5m、
駒ヶ根高原大会地図 縮尺1:10,000、等高線間隔5m、通行可能度4段階
クラブカップ地図
縮尺1:4,000、等高線間隔2.5m、通行可能度4段階・縮尺1:7,500、等高線間隔5m、通行可能度4段階・縮尺1:10,000、等高線間隔5m、通行可能度4段階

得※
お
駒ヶ根フリーパス
上
以
クラブカップだけではもったいない！
00円
クラブカップリレー参加者へ大サービス
5,0
何回走っても料金の変わらない「駒ヶ根フリーパス」
を発行します。クラブカップリレーの申し込みと合わ
せてご購入下さい。
上記の日程表のフリーパスのランに「○」のあるイ
ベントが対象です。フリーパス使って3日間目一杯楽し
んでください。
※16日、17日の全てのイベントに1回づつ参加した場合。

チャリティオークション
世界中のお宝争奪戦
この夏の世界大会で日本代表選手達が集めて
来たお宝をオークション形式で即売します。売
り上げの全額が、選手強化費用となります。
何が出てくるかは当日までのお楽しみです。
他に、これまで大切に保管してきた国内の貴
重な地図や、これまでのＷＯＣで入手したお宝
などの出品もお待ちしています。
ビール片手にお楽しみください

み
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☆ベテランカップクラス
4 人1 チームのポイントOL によるリレー
（但し、３走・４走の特別ルールにより最大６人でも出走可能）

加

費

☆クラブカップクラス
一般
学生、高校生以下だけのチーム

24,000円／チーム
17,000円／チーム

☆ベテランカップクラス
一般
学生、高校生以下だけのチーム

14,000円／チーム
10,000円／チーム

表

ッ

プ

レギュレーション

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
（但し、３走・５走の特別ルールにより最大９人でも出走可能）

参

カ

彰

☆クラブカップクラス
上位6 位までの正規チームを表彰
◎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
・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
・９人チーム最上位
特別ルールによる９人チームの最上位の正規チーム
（但し該当チームが６位以内に入った場合はこの表彰はありません。主催者は７人
で走るほうが成績は上位になると考えています。あくまでも敷居を低くするための
措置と考えています）
☆ベテランカップクラス
上位3 位までの正規チームを表彰
※年齢ポイントとは
チーム全員の2006年3 月31 日現在の満年齢（女性は＋10 )
の合計。
但し、「under150points 」では（女性＋10 ）はしません。

走区概要
走区概要の詳細について、本要綱では要点のみ掲載していま
すので、詳細についてはクラブカップ特設ウェブサイトを参照
願います。ベテランカップは、１・２・３・５走を充当。3･5
走区間はクラブカップ同様2人交代で走ることができます。
区間

使用地図

最短タイム

特

徴

１・２

1:7,500

約30分

一昨年の大会と同じ範囲。ファ
インな直進レッグと会場周辺の
パブリックレーンが特徴。

３

1:10,000
駒ヶ根高原使用地図

35分〜40分

道走り中心。約3kmのコースを
2周。1周づつ2人交代で走る事
も可。

４

1:7,500

30分〜35分

1･2走と同じ仕様地図。コントロ
ールへのアタックなど、やや優
しい設定。

５

1:4,000
スプリント使用地図

17分〜20分

約1.6kmのコースを２周。１周
づつ２人交代で走る事も可。

６

1:7,500

約35分

1･2走と同じ仕様地図だが、や
や難しく長い。

７

1:10,000
インカレ併設使用地図

約45分

最もファインな部分でバタフラ
イループあり。緩急織り交ぜた
部分を使用し、多様なルートチ
ョイスとタフネスさを課す。

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。正規か否かは自己申告を基本とします。
★共通
◆正規／オープンの申告は前日提出の走順票にて自己申告となりま
す。17時までに所定の用紙で本部に提出か、20時までに電子メール
で提出していること。
◆当日朝クラブカップクラススタート10分前までに、事由書とともに変
更届を提出すれば正規扱いになります。事由書は診断書までは求め
ません。「メンバーが急に来れなくなった」程度のもので構いません。
前日までにメンバーの最終登録がない場合、事由書の無い当日の
変更、スタート後の変更（怪我で2回目の出走ができなくなった等）は、
すべてオープン記録扱いとなります。
◆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。オープンチームエン
トリーから正規チームへの変更はできません。
◆申込期限、様式が守られていること。
◆年齢は2007年３ 月31日現在の満年齢。
★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
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.チーム構成員全員がその日初めてのレースであること。（但し後述
の「特例」あり）
４．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。
4‑1.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。
4‑2.「4‑1」 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。
4‑3.「4‑2」 で代替した制限選手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
５.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。
5‑1. .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。
5‑2. 「5‑1」 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。
６.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. チーム構成員全員がその日初めてのレースであること。（但し後述
の「特例」あり）
３. 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
★３走、５走（ベテランカップは３走、４走を２人で半周ずつする場合の特例
基本的に半人前として扱います。
１．２人で最低限満たす条件が、その走順の制限資格になります。
※例えば、４０歳男子と５０歳男子で半分ずつ走った場合は、「制限
選手B 」になります。３走の半分が５０歳男性で５走の半分が女性で、
それを合算して１人分の「制限選手Ａ」とすることはできません
２．「その日初めてのレースであること」という条件は《１人前分》で有
効となります。１人が３走半分、５走半分の２回走ることは、0.5+0.5とい
う扱いで、合計1人前で、正規条件を満たします。違うチーム、違うクラ
ブでも構いません。
（補遺）最初の半周分の計時はしません。地図とe‑cardを一緒に継
走します。
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スプリントレース(9月16日)

駒

今回もＥクラスは賞金レースです。成績上位者には、賞金が提
供されます。優勝賞金36,000円（予定）を目指し、奮ってご
参加ください。
もちろん、その他のクラスにも多数の賞品を用意。
爽やかな秋の高原をスピーディに駆け抜けてください。

競技形式
スプリント競技。
各クラスとも、優勝設定時間は12分〜15分

高

原

大

会(9月17日)

駒ヶ根高原の魅力を再発見！
おいしい高原の空気を吸いながら、地図を読みながら歩くことの
楽しさを味わって下さい。地元の方でも、「へえーっ」と思うよ
うな、そこに行かないと判らないようなクイズもあります。会場
と駒ヶ根高原の観光地をめぐる簡単なコースです。長い時間帯で
やっていますので、ご気軽に参加下さい。また、インカレやイン
カレ併設クラスを走った方も、テレインが会場以外完全に分離さ
れていますので、参加していただくことができます。
フリーポイント＆クイズオリエンテーリング（おとりあり）
個人でもグループ（２人〜５人）でも参加していただけます。
走っても、お弁当を持って、ゆっくり観光しながら回ってきて
も構いません。観光案内所の２Ｆには地ビールコーナーや色々
な試食コーナーもあります。

Emit社のEカード。全クラスタッチフリー方式。
マイカード使用可。

クラス・参加費
資格

根

競技形式

通過証明方式

クラス
ME
WE
M20
W20
M21
W21
M40
W40
M50

ヶ

参加費(一般) 参加費(高校生以下)

無制限

3,000円

3,000円

20歳以下

1,500円

1,000円

無制限

1,500円

1,000円

40歳以上

1,500円

50歳以上

1,500円

通過証明方式
パンチチェックおよび解答欄にクイズの答えをゴール後記入。
e‑cardは使用しません。

クラス

表彰
◆Eクラスの成績上位者には以下の賞金が提供されます。
1位 36,000円
4位 4,500円
2位 18,000円
5位 4,500円
3位
9,000円
6位 4,500円
◆その他のクラスには、地元の特産品などの賞品が用意されて
います。

トレイルオリエンテーリング(9月17日)

◆光前寺ヒカリゴケ クラス
会場の家族旅行村から、近くの光前寺や大沼湖のあたりをめぐ
る。一生懸命走って３０分程度
◆駒ヶ根高原菅ノ台 クラス
光前寺や大沼湖はもちろん、駒ケ岳ロープウェーの登り口のバ
スターミナルや観光案内所や大田切川の吊り橋のあたりまで行
きます。一生懸命走って６０分程度

参加費
一般
高校生以下
小学生以下
地元の方々

2,500円
1,000円
200円
200円

表彰

インカレ併催でおなじみとなったのトレイルOには、一般の方
々の参加もできます。大学生ばかりが楽しむのではもったい無
い。フリーパス使ってAにもNにも挑戦してはいかが？

競技時間
各クラスとも、60分〜90分（詳細はプログラムで公表）

各クラス、所定のフリーポイント数とクイズに全問正解したチ
ームの中から、早くゴールした個人・チームを表彰
指定した時間ピッタリにゴールした個人・チームを表彰
詳細はプログラムで発表

インカレチャレンジ（9月17日）

クラス・参加費

年に一度の学生チャンピオン決定戦。その熱気が覚めやらぬ
うちに、同じコースにチャレンジしてみてください。本年度最
高の地図とコースを提供します。

ＴＡ
1,500円
ＴＮ(初心者) 1,000円
※この大会は全日本トレイルO選手権大会(2007年5月20日長
崎県大村市)の指定大会です。TAクラス(学生以外も含む)上位5
名が全日本Eクラスの出場権を獲得できます。

ロングディスタンス競技。

表彰

通過証明方式

各クラス上位3名を表彰します。
表彰式の実施日程はプログラムで公表。

クラス・参加費

競技形式

emit社のe‑card。マイカード使用可。

キッズＯ（9月16日〜18日）
３日間ともキッズＯあります。大人の参加も大歓迎です。
地図
キッズＯ特製地図
参加費
１人２００円
表彰
表彰はありませんが、お子様には参加賞があります。

インカレモデルイベント(9月16日)
インカレロングのモデルイベントに一般の方も参加できます。
参加費
5００円

クラス
ME・WE
MＡＬ・ＭＡＳ
ＷＡＬ・ＷＡＳ
Ｍ５０・Ｗ５０

資格
無制限

参加費
5,500円

無制限

4,000円

50歳以上

4,000円

※Ｂクラス相当参加希望の方は、同日開催の「駒ヶ
根高原大会」にご参加ください。
表彰
表彰はありません。

駒ヶ根フリーパス
クラブカップリレー参加の方は駒ヶ根フリーパスの購
入が可能です。このページのイベントに何回でも参加可
能です。フリーパス購入者の、イベントへの当日参加も
可能ですが、準備の都合上なるべく事前にエントリーし
てください。当日参加は地図が無くなり次第終了となり
ます。フリーパスの当日販売はありません。

一般
5,000円
高校生以下 2,000円
インカレチャレンジとスプリント
のEクラスでは、別途割増料金が
必要です。(高校生以下は不要)

インカレチャレンジＥクラス割増
1,500円(高校生以下は不要)

ス プ リ ン ト Ｅ ク ラ ス 割 増
一般
1,500円
学連加盟員
1,000円
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申 し 込 み 方 法
ＦＡＸ・郵送

Eメール

①申込用紙を入手する。
本要綱に添付されている申込用紙をお使いください。
ウェブサイトからもPDFデータがダウンロードできます。

①申込用紙を入手する。
clubcup@genesysmap.co.jp へ「申込書希望」とメールで
請求する。または、ウェブサイトからエクセルシートを
ダウンロードする。

②申込用紙に必要事項を記入する
必要事項を漏れがないよう記入願います。特に申込代表
者の連絡先は必ず記入してください。
複数のチームをまとめて記入頂いても結構です。

②申込用紙に必要事項を記入する
送付されたエクセルシートに必要事項を入力する。特に
申込代表者の連絡先は必ず記入してください。
複数のチームをまとめて記入頂いても結構です。

③申込用紙を送る
下記の申込先まで、FAXまたは郵便で送付してください。

③申込用紙を送る
申込先までエクセルシートを添付ファイルで送信

④参加費を支払う
申込代表者の名前で、指定の銀行または郵便局に振り込
んでください。

④参加費を支払う
申込代表者の名前で、指定の銀行または郵便局に振り込
んでください。

申込締切 2006年8月27日(消印有効/メール・FAX到着分有効)
振込口座

申 込 先

★みずほ銀行 江戸川橋支店
普通 ８０３４９９６
口座名義 有限会社ジェネシスマッピング
★郵便振替口座
００１６０−３−６８３７９６
加入者名 有限会社ジェネシスマッピング

〒１１２−００１４
東京都文京区関口１−８−６−４０２
ＴＥＬ ０３−５２２５−０９５１
ＦＡＸ ０３−５２２５ー０９４１
ｃｌｕｂｃｕｐ＠ｇｅｎｅｓｙｓｍａｐ．ｃｏ．ｊｐ
有限会社ジェネシスマッピング
クラブカップ２００６事務局宛

Eカードレンタル

各種問い合わせ先

大会プログラムにクラブの広告を掲載しませんか？
今年のプログラムも情報満載。インカレ関連情報も同時掲載です。
インカレに集まった若者を始め新しい仲間を誘う絶好の機会です。
出稿料 B5判 モノクロ
入稿方法
1ページ
30,000円
完全版下またはデータでお願い
1/2ページ
18,000円
します。データはIllustrator
1/4ページ
10,000円
カラーページもありますので、料金など
については個別にお問い合わせ下さい。

形式のみ受け付けます。

Eカード販売
★Ｖｅｒ３
7,500円
大会申し込みと同時にお申し込みください。
当日大会本部でお渡しします。この機会にマイカ
ードを持ちませんか？

宿泊斡旋について
★駒ヶ根キャンプセンターのバンガローを主催者で斡旋
します。16日、17日と連泊される方を優先とします。
一棟 21,000円（6人分のベッドあり）
詳細は大会問合せ先までお尋ね下さい。
★上記以外の宿の斡旋は主催者では行いません。直接宿
舎、日本旅行まで問い合わせください。

プログラム

クラブ広告大募集

★大会全般について
clubcup@gengesysmap.co.jp
ジェネシスマッピング 和泉宛
TEL 03‑5225‑0951
FAX 03‑5225‑0941
★駒ヶ根の観光について
駒ヶ根市観光協会(駒ヶ根市役所内)
http://www.kankou‑komagane.jp/
TEL 0265‑83‑2111
★長野県の観光について
(社)信州・長野県観光協会
http://www.nagano‑tabi.net/(さわやか信州旅ネット)
TEL 026‑234‑7165
★中央アルプス・駒ケ岳ロープウェーについて
中央アルプス観光㈱
http://www.chuo‑alps.com/
TEL 0265‑83‑3107
★宿泊・直通バスについて
日本旅行東京南支店 担当：正能
TEL03‑3567‑2587
e‑mail takashi̲shono@nta.co.jp
★大会特設ウェブサイト
http://www.orienteering.com/ clubcup/

★3日間共通
500円／枚
大会申し込みと同時にお申し込みください。
大会期間中同じカードを使うことができます。
★リレー競技では、カード番号の事前登録をしないので
自分以外のカードを使っても構いません。

★プログラムはウェブ上に公表します。印刷されたプロ
グラムをご希望の場合は、申込時に部数と受け取り方法
をご指定ください。事前送付をご希望の場合には着払い
で送付させていただきます。

注 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
害等については主催者は一切責任を負いません。
★リレー以外の全てイベントに当日参加が可能です。但
し、地図が不足した場合などはご希望に添えないことも
あります。なるべく事前にお申込ください。

