
ClubCup2009 in Sugadaira Highland 

Sugadaira Navigation Challenge 4days 2009 
２００９年（第１７回）                         19-22,SEP 

クラブカップリレーオリエンテーリング⼤会 
２００９年９月２０日（日）  １９日（土）ダウンヒルミドル ２０日夜から２２日まではロゲイン三昧 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
クラブカップが菅平に戻ってきた！ 

１９９９菅平から７⼈制を始めたクラブカップリレー。そのクラブカップリレーが菅平に帰ってきた！ 
今年のシルバーウィークは５連休、菅平の涼しい⾼原で各⼈各様の楽しみをみつけて下さい。 
メインイベントはもちろんクラブカップの７⼈制リレー。オリエンテーリングを通じて仲間を作ることの⾯⽩さ、リレーで競い
合いうスリル。楽しみいっぱいのナビゲーションゲーム。クラブカップは、いつでも戻って来られる場所。 

今年の舞台は、菅平⾼原の中でも、最もナビゲーションゲームの要素の⾼い場所、芝牧地区です。廃牧したオープンと森林の
まだらな混合。点在する岩とか、細かい植⽣上の特徴物にコントロールを置いても、⾒渡せる場所ですから、まずは⼤きくロス
トすることはないでしょう。しかし、確実にナビゲートを⾏うには、確かな技術が必要。そして、応援しがいのある何度もルー
プするリレーならではのコースとレイアウト。 
 後半はロゲイン三昧。オリエンテーリングを極めたい⼈には松塾オリエンテーリング道場で、どっぷりオリエンテーリング漬
けに。その他に温泉・登⼭・滝に打たれる？ ９⽉の連休は菅平で、遊び尽くしてください。 
 

主催：菅平ナビゲーションチャレンジ４日間大会２００９実行委員会 

構成： 長野県オリエンテーリング協会 

菅平高原オリエンテーリングクラブ 

ロゲイニングチャレンジ実行委員会（チーム白樺主管） 

(有)ジェネシスマッピング 

 

 

 

 

 

 
 

会場となる芝牧地区野⼝みずきコース 

競技の主会場はこのようなセミオープン
と森との混在、クロカンコースは整備さ
れていて⾛りやすい。所々に微地形も。 

Sugadaira Navigation Challenge 4days 2009 
   （略称：菅平ナビ 4days） 

  〔19 ⽇〕ダウンヒルミドル、計算センター講習会 
  〔20 ⽇〕クラブカップリレー、世界選⼿権⼤会報告会 

ナイトミニロゲイン、松塾（オリエンテーリング道場 
  〔21 ⽇〕３時間ロゲイン、松塾 
  〔22 ⽇〕６時間ロゲイン、１２時間ロゲイン（別申込） 

・ロゲイン３時間の部は、こちらでも申し込めますし、ロゲインのＨＰから申し込むこともできます。ロゲイン３時間の部以外にも
前イベントに参加する種目がある場合はこちらからお申込下さい。e-card の連続貸出を申込みできるのは、こちらからのみで
す。 
・ロゲイン６時間の部、12 時間の部には、ロゲインのみの人も、連続して申込む人も、ロゲインのＨＰよりお申込下さい。 
  http://www.adventure-runner.com/~rogaine/ 
・松塾(オリエンテーリングの講習道場)は、本要項でご案内しますが、申込は別口になります。 

 



会場への交通案内（会場へのテープ誘導案内は設置しません。ｗｅｂの地図リンク及びプログラムの図で案内） 
【公共交通】⻑野新幹線、しなの鉄道「上⽥」駅下⾞、お城⼝バス乗り場 3 番より 
  「菅平⾼原⾏」バスに乗⾞ 55 分（\1,200） 

   バス時刻表  http://www2.ueda.ne.jp/~jbus/sugadaira/0401-0430.html 

 
【⾃家⽤⾞】上信越⾃動⾞道「上⽥ IC」（東京⽅⾯）、「須坂⻑野東 IC」（名古屋以⻄、北陸⽅⾯）より 30〜45 分。 
 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

ダウンヒルミドル大会 ２００９年９月１９日（土） 

菅平高原裏ダボススキー場（長野県上田市） 
 

【クラブカップ前⽇は⾜慣らし】  
菅平でしか味わえない超⾼速＆⾒通し抜群の登りを極⼒控

えたダウンヒルOLをお楽しみ下さい。この⽇ばかりはあなた
もカモシカになった気分で、超⼀流選⼿のスピードというも
のを体感し、アドレナリンを⼤量に分泌、快感にひたって下
さい。下⾒の時より、所々スキー場開き⽤の草刈が⾏われ（全
部ではありません）益々、爽快に⾛りやすいテレインに変貌
しました。この中を颯爽と駆け抜けて下さい。ただし、不整
地もありますので、捻挫には⼗分にお気をつけ下さい。 

 

【本レースの特⻑】 
スタート時刻の再指定サービス 

５連休の初⽇で渋滞が予想される中、スタート時刻に間に
合わない⼈には、スタート時刻の再指定サービスを⾏います
（開設時間内）。可能な限りフレキシブルに対応します。 

このサービスの詳細は後述の説明を良くお読みいただき、
その秩序の中でご参加いただくことになります。 

スタートは⾃動⾞で輸送できるテレイン最⾼所から 

競技者全員をシャトルバスで輸送します。（徒歩アクセス
はできません） 

縦横無尽 

⾒通しの利くオープンテレインでのダウンヒルは、全員が
ほぼ同じ⽅向に動くようなコースになりがちです。それを回
避するための仕掛けを（できるだけ登りを増やさずに）⽤意
します。選⼿が縦横無尽にあらゆる⽅向に交錯する絵を演出
します。そのなかで、あなたは、正しい⽅向に⾼速でナビゲ
ーションできるでしょうか。 
――――――――――――――――――――――――――― 

[開催⽇] ：2009年９⽉19⽇（⼟）⾬天決⾏・荒天中⽌ 
[主催] ：ジェネシスマッピング 

⻑野県オリエンテーリング協会 
[会場] ：菅平⾼原裏ダボススキー場 ホテル鈴蘭館前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[駐⾞場] ：図の裏太郎スキー場駐⾞場に⼊れてください。 
400台収容の⼤きな駐⾞場ですので、不都合はないと思いま
す。会場側にも⼩さな駐⾞場がありますが（隣にある公衆ト
イレは利⽤可能）こちらは参加者使⽤禁⽌です。 
 
 [フィニッシュ閉鎖]：17:00 
競技形式 
ポイントイントオリエンテーリング（バタフライループあり） 
位置説明はIOF記号（希望者には⽇本語説明を別途配布）、 
年少クラスでは⽇本語説明を地図に併記 
通過証明器具はEMIT社のe-cardを使⽤、my card使⽤可 
スタート時刻は事前指定（再指定制度有） 
競技時間は90分、 
 
地図 
「ダボスの丘」 縮尺／1:10,000、等⾼線間隔／５ｍ、 
⾛⾏可能度表⽰／４段階、JSOM2007規定に基づく作成 
2002年作成「⽇本ダボス」全⽇本リレー使⽤地図をリメイク 
A4判、ビニル袋密封済 
 
競技責任者・コース設定者 
⼭川克則 
 
コース距離・登り  優勝設定はいずれのコースも30分 
1レーン 1コース M21 バタフライループあり 
  6.4km ↑160m 
2レーン 2コース W21,M35,M20 5.2km ↑150m 
3レーン 3コース M50,M18,W35,W20 

4.1km ↑95m 
4レーン 4コース M65,W50 3.3km ↑60m 
4レーン  ５コース W65,M15,W18 2.9km ↑50m 
4レーン  6コース W15,M12,W12,N   2.6km ↑5m 
 
当⽇参加可能クラス・参加費 

M21,W21（年齢無制限）  2,700円 
M35,W35（35歳以上）  2,700円 
M50,W50（50歳以上）  2,700円 
M65,W65（65歳以上）  2,700円 
M20,W20（⼤学⽣・⾼校⽣） 2,500円 
M18,W18（⾼校⽣以下）  1,700円 
M15,W15（中学⽣以下）  1,300円 
M12,W12（⼩学⽣以下）  1,300円 
N（初⼼者・体験コース）  1,700円 
e-cardレンタル           300円 

 



※上記は観光牧場⼊場料(団体扱)、スタートまでのバス輸送
費、消費税を含みます。 
※Ｍ：男性、Ｗ：⼥性、ただし⼥性の⽅のＭクラスへの参加
は妨げません。 

※年齢は2010年３⽉31⽇に達する満年齢とします。 
※各クラススタート枠の空きに余裕があるかぎり当⽇参加を
受け⼊れます、場合によっては、年齢枠外のクラスに出場し
ていただく場合もあります。 
 
【受付】          [受付時間]：11:00〜15:00 
各⾃で必要なもの（レンタルe-card、バックアップラベル、
コントロール位置説明）をセルフサービスで受け取って下さ
い。バタフライループのあるM21クラスのみ、事前に位置説
明を配布せず、スタートでの配布になります。それ以外のク
ラスは受付で位置説明を配布します。 
当⽇受付、コンパス販売、翌⽇のリレー⽤配布物配布（15:30
ごろより） 
 
【更⾐所・トイレ】 
⼥性の⽅は、フィニッシュ前の地下への階段からスキー乾燥
室を利⽤して下さい。男性の⽅は⻘空会場。周りや競技運営
に迷惑にならない場所に、テントを張ったり、シートを敷い
たりして陣地として下さい。トイレは図注記を⼊れ忘れまし
たが、×の南側の建物が公衆トイレで、⼤会当⽇利⽤可能で
す。 
 
 
【スタート】[スタート]：13:00〜15:30（終了時刻はある
程度フレキシブル） 

スタートへは鈴蘭館⽞関前よりバスで送迎。 
会場からスタートまでのバス所要時間12分、 
バスは鈴蘭館発12:15〜15:00まで、約15分間隔程度で運

⾏（3台）。満員になり次第出発致します。スタート時刻の迫
っている⽅を優先してあげて、譲り合って乗って下さい。 

バス降り場〜スタート地点 ⻩⾊テープ誘導徒歩約600m、
登り60m程度 
（予想を上回る参加者だったため、バスの回転を良くするた
めに、少し降⾞場所を転回しやすい場所まで下げました。そ
の分スタートまでの登りが⼤幅に増えました） 
 
スタートでは3分前からスタート枠にはいり30秒ごとに1枠
ずつ進みます。役員のチェックを受け、チャイマーの合図と
ともに、e-cardをリフトアップ（ユニットから⼿離す）して
スタートします。バタフライループのあるM21クラスのみ、
役員が地図をお渡しします。それ以外のクラスは、スタート
後、⾃分のクラス・コースの地図を⾃分でピックアップして
スタートです。（役員は⽀給しませんので、地図の取り間違い
は、参加者の責任に帰され、当然失格となります） 
 
スタート時刻再指定サービスについて 
・どのような理由であっても、今回の⼤会はスタート時刻の
再指定サービスを⾏います。但し、最終のスタート時刻は
15:30を⽬安とし、ある程度はフレキシブルに対応します。
再指定者は競技時間この時間が確保できない場合もやむなし

とします。フィニッシュ閉鎖時刻に優先拘泥されます。 
・ ⾼速道路の渋滞にはまって遅れた。 
・ 地元旅館組合のバス輸送が参加者が多くうまく機

能しなかった 
・ 運営者は全然悪くないのに、ただ友達とおしゃべ

りしていて遅れた（なるべくこれは避けて下さい。
ただでさえ混乱想定の運営覚悟ですので） 

・スタート時刻再指定サービスを受ける⽅は以下のことを承
諾の上サービスを受けて下さい。 

・ サービスを⾏う場所はスタートであること（本
部・受付では対応しません９ 

・ 正規のスタート時刻者対応の役員に対応を決して
求めないこと。これ専任の役員がいますので、そ
の指⽰のもとにサービスを受けて下さい。 

・ 開いた枠があっても、当⽇受付の参加者が優先的
に枠を使うこと。 

・スタート時刻再指定の⽅も役員の指⽰のもとでのスタート
になります。勝⼿にスタートして⾏った⼈は失格です。e-card
には、その証拠が残る仕組みになっています。 
 
【速報・表彰】 

正規のスタート時刻でスタートしなかった⽅も、実所要タ
イムで速報が掲⽰されますが、確定サインや順位は付きませ
ん。スタートからのチェックリストとの照合をもって成績が
確定する仕組みです。最終の成績は照合作業後、ラップセン
ターにアップロードし、翌⽇のリレー会場に掲⽰します。表
彰も、翌⽇のリレー⼤会の合間に⾏います。地元特産品の副
賞もあります。上位3⼈に⼊った⽅は準備ができ次第広報しま
すので、都合の良い時間に受け取りに来て下さい。 
 
【翌⽇のクラブカップリレー競技説明】 
16:30頃より（遅くとも17:00までには）本部前で⾏います。
⾃由参加です。 
 
【キッズO】 やってます。参加費\200 お⼦様にはお菓⼦
の参加賞あります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
リレーのプログラム引き続き執筆中（もしかして⼟曜の会場
で開⽰かも、⽇曜からの参加の⽅はwebも⾒て下さい！） 
まずは、⼀番の悩みである問題輸送と駐⾞場と輸送の問題だ
け先⾏して情報を次ページでお伝えします。 

 

颯爽と駆け下ることができるミドルテレイン 



【地元よりの超最新のご連絡】 

重要！ クラブカップ送迎について 
 

要項では当初牧場管理事務所まで宿のバスで送迎、そこか
らシャトルバスで会場⼊りというご案内を致しましたが、よ
り効率的に参加者を⼤会会場の芝牧地区まで運べるよう、以
下のように変更になります。 

 
 ◆送迎は7:30出発・⼤型バスで⼤会会場まで直接乗り

⼊れます。指定宿の宿泊者は7:30に移動が出来るよう、
⽀度をお願いします。バス停は、宿のオーナーから案
内があります。これにより、Ｐ１駐⾞券をお持ちの⽅
は、Ｐ１駐⾞をやめてこのバスに乗っていただいても
よいですし、Ｐ１に⽌めてシャトルに乗っていただい
ても構いません。⻩⾊テープ誘導もついていますので
徒歩で7:30のバスでは乗り切れないことも⼤いに想
定されます。その場合は第2便を運⾏します。（第1便
の引き返しなので、頃合をみて指定バス停でお待ち下
さい）基本的には第2便で全員を会場までお送りする予
定ですが、後から来場される⽅のために9:3最後に何
本か各バス停を巡回して、積み残しがあれば送迎しま
す。 

 ◆当初ご案内のＰ１－⼤会会場のシャトルバスは指定
宿以外の⽅、及び⽇帰り参加の⽅⽤に運⾏します。 

 ◆⽇帰り参加及び指定宿以外に宿泊の⽅の駐⾞場はＰ
２でＰ１の駐⾞券は原則発⾏しておりません。また指
定宿宿泊の⽅は⾃家⽤⾞移動し、Ｐ２に⽌めることは
出来ません。料⾦所のところで、オリエンテーリング
参加の⽅は駐⾞券を拝⾒し、駐⾞券をお持ちで無い⽅
には上がっていかないよう制御いたします。もし間違
ってあがっていかれると、バス輸送の⾏き違いが出来
ないことも起こりえて、⼤会の運営進⾏に⼤変な障害
が⽣じます。特にここの部分、本当にヨロシクお願い
いたします。 

 

◆いずれにしても、天候次第では、⼀般登⼭客も⼤挙
押し寄せることが想定されます（その場合、登⼭客だ
けで駐⾞場はいっぱいになってしまい、オリエンテー
リングの輸送にも⼤きな不安が⽣じます）。このような
混乱を避けるため、さらにＰ１までは距離があります
が、Ｐ３を⽤意しました。ホテルタカシマヤの道路を
挟んで斜め上、ラクビー上の下になります。ここの前
で待っていれば、第１便のバスは宿からの送迎者で多
分満⾞ですが、第２便に空席がある場合は拾ってもら
えます。 

 もちろん、ここから歩いても構いません。 
◆帰りのバスは、（その⽇の泊りがなくても）、基本的
に１９⽇に泊まった宿のバスにて送迎してもらって下
さい。Ｐ１及び、世界選⼿権報告会が開催されるホテ
ル⽩樺荘前での途中下⾞も可能です。 

  
 
 
 
 
 
 
本件、もしパニックになって無事に参加者を⼤会会場まで送り届けら
れなかったことのことを考えると、関係者⼀同（運営者も地元も）と
ても不安な状況です、しかしそれを推してクラブカップを⾏う価値の
あるテレインであるから、無理なことをなんとか実現しようと打ち合
わせを繰り返してこの⽅針に落ち着きました。⼀部の不⼼得な⽅の⾏
動で全体の設計を台無しにすることの無い様、駐⾞場所と移動⽅法に
ついては、意図をお汲みいただき、無事スタート時刻までに輸送がで
きますよう参加の⽅にもご協⼒をお願いする次第です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
（第 1７回）クラブカップリレー2009 最終オーダー登録用紙(紙提出用） 

     

チーム No.      

チーム名      

参加クラス   クラブカップ or ベテランカップ   

参加形態   正規 or オープン   

特別表彰対象   over300 or young                 

走順 氏名 年齢 性別 生年月日 

1 走         

2 走         

3 走         

4 走          

5 走         

6 走         

7 走         

     

すべてのチームが改めてのオーダーの提出が必要です。紙提出の提出期限は、前日の１９日17時、

30 分本部受付までです。本用紙は、受付にも常備してあります。 

3 走・5 走を 2人で半分ずつ走る場合は、   

 飯田三郎／西春近次郎 19／20 男／男 1988/7/22・1988/1/10 

のようにお書きください。    

正規チーム扱いの当日朝になってのメンバー変更は、９：００まで紙提出方式のみで受付けます。但

し、前日締切時刻までに所定の方法で提出していることが必要です。変更には、事情書の提出が必

要です。事情書は「当日朝にならないとメンバー確定ができなかった」程度のもので構いません。スタ

ート後のメンバー変更は、オープン扱いになりますが、この紙用紙にて必ず本部に提出下さい。 

     

（事情書）     

  

 役員受時刻    署名   

 

オンデマンドＰＣ入力済の

方は右に“レ”マーク（チェ

ックマーク）を入れて下さい

 



（ここから⼟曜朝公開です。以降要項のママ） 


