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スプリント競技は任意の時間にスタート可能！スプリント競技は任意の時間にスタート可能！スプリント競技は任意の時間にスタート可能！スプリント競技は任意の時間にスタート可能！    

リレー競技終了後、テレインを開放します！リレー競技終了後、テレインを開放します！リレー競技終了後、テレインを開放します！リレー競技終了後、テレインを開放します！    

モデルコースも提供いたします！モデルコースも提供いたします！モデルコースも提供いたします！モデルコースも提供いたします！    

クラブ新人歓迎行事などにお役立てください！クラブ新人歓迎行事などにお役立てください！クラブ新人歓迎行事などにお役立てください！クラブ新人歓迎行事などにお役立てください！    
 

開催日時；開催日時；開催日時；開催日時；2003200320032003 年年年年 4444 月月月月 13131313 日日日日((((日日日日))))    
 

主催；入間市オリエンテーリングクラブ主催；入間市オリエンテーリングクラブ主催；入間市オリエンテーリングクラブ主催；入間市オリエンテーリングクラブ    

後援；埼玉県オリエンテーリング協会後援；埼玉県オリエンテーリング協会後援；埼玉県オリエンテーリング協会後援；埼玉県オリエンテーリング協会    

                                                                    毛呂山町教育委員会毛呂山町教育委員会毛呂山町教育委員会毛呂山町教育委員会、日高市教育委員会、入間市教育委員会、日高市教育委員会、入間市教育委員会、日高市教育委員会、入間市教育委員会、日高市教育委員会、入間市教育委員会    

会場；毛呂山総合公園会場；毛呂山総合公園会場；毛呂山総合公園会場；毛呂山総合公園    

交通；自家用車の場合、交通；自家用車の場合、交通；自家用車の場合、交通；自家用車の場合、関越自動車道「鶴ヶ島関越自動車道「鶴ヶ島関越自動車道「鶴ヶ島関越自動車道「鶴ヶ島 ICICICIC」より約」より約」より約」より約 40404040 分分分分    

電車の場合、八高線「毛呂駅」より徒歩電車の場合、八高線「毛呂駅」より徒歩電車の場合、八高線「毛呂駅」より徒歩電車の場合、八高線「毛呂駅」より徒歩 2km2km2km2km    

    

【イベント概要】【イベント概要】【イベント概要】【イベント概要】    

春の暖かいひと時を、楽しく過ごしていただくために、入間市春の暖かいひと時を、楽しく過ごしていただくために、入間市春の暖かいひと時を、楽しく過ごしていただくために、入間市春の暖かいひと時を、楽しく過ごしていただくために、入間市 OLCOLCOLCOLC がリレー大会がリレー大会がリレー大会がリレー大会

を開催します。お一人でも参加できるよう、メンバー斡旋・会員貸し出しを行いまを開催します。お一人でも参加できるよう、メンバー斡旋・会員貸し出しを行いまを開催します。お一人でも参加できるよう、メンバー斡旋・会員貸し出しを行いまを開催します。お一人でも参加できるよう、メンバー斡旋・会員貸し出しを行いま

すすすす((((もちろん、スプリントでも参加もちろん、スプリントでも参加もちろん、スプリントでも参加もちろん、スプリントでも参加 OKOKOKOK です。です。です。です。))))。。。。    

さらに、新人歓迎行事、練習会などとしてもご利用できますよう、リレー競技終さらに、新人歓迎行事、練習会などとしてもご利用できますよう、リレー競技終さらに、新人歓迎行事、練習会などとしてもご利用できますよう、リレー競技終さらに、新人歓迎行事、練習会などとしてもご利用できますよう、リレー競技終

了後、テレインを開放いたします。モデルコース印刷済み地図の販売、およびス了後、テレインを開放いたします。モデルコース印刷済み地図の販売、およびス了後、テレインを開放いたします。モデルコース印刷済み地図の販売、およびス了後、テレインを開放いたします。モデルコース印刷済み地図の販売、およびス

タート、ゴールの計時を行います。タート、ゴールの計時を行います。タート、ゴールの計時を行います。タート、ゴールの計時を行います。    

また、会場では飲食物の販売も行いままた、会場では飲食物の販売も行いままた、会場では飲食物の販売も行いままた、会場では飲食物の販売も行います。春の一日にぜひお越しください。す。春の一日にぜひお越しください。す。春の一日にぜひお越しください。す。春の一日にぜひお越しください。    



【競技について】【競技について】【競技について】【競技について】    （日高市、毛呂山町にお住まいの方は、 終ページをご覧下さい。）（日高市、毛呂山町にお住まいの方は、 終ページをご覧下さい。）（日高市、毛呂山町にお住まいの方は、 終ページをご覧下さい。）（日高市、毛呂山町にお住まいの方は、 終ページをご覧下さい。）    

競技形式競技形式競技形式競技形式    ；；；；    ポイントオリエンテーリング（リレー形式など）ポイントオリエンテーリング（リレー形式など）ポイントオリエンテーリング（リレー形式など）ポイントオリエンテーリング（リレー形式など）    

1111 チームチームチームチーム 3333 人によるリレー競技、またはスプリント人によるリレー競技、またはスプリント人によるリレー競技、またはスプリント人によるリレー競技、またはスプリント    

クラスクラスクラスクラス                            ；；；；        

＜リレー競技＞＜リレー競技＞＜リレー競技＞＜リレー競技＞    

玉露玉露玉露玉露    （（（（LongLongLongLong コース×コース×コース×コース×3333 人）人）人）人）    

煎茶煎茶煎茶煎茶    （（（（LongLongLongLong コース×コース×コース×コース×1111 人、人、人、人、MiddleMiddleMiddleMiddle コース×コース×コース×コース×1111 人、人、人、人、ShortShortShortShort コース×コース×コース×コース×1111 人）人）人）人）    

番茶（番茶（番茶（番茶（MiddleMiddleMiddleMiddle コース×コース×コース×コース×3333 人）人）人）人）    

ほうじ茶（ほうじ茶（ほうじ茶（ほうじ茶（ShortShortShortShort コース×コース×コース×コース×3333 人）人）人）人）    

    

新茶新茶新茶新茶    （初心者を含んだチーム。やさしめのコース×（初心者を含んだチーム。やさしめのコース×（初心者を含んだチーム。やさしめのコース×（初心者を含んだチーム。やさしめのコース×3333 人）人）人）人）    

    

＜スプリント競技＞＜スプリント競技＞＜スプリント競技＞＜スプリント競技＞ 
スプリントスプリントスプリントスプリント LLLL            （（（（LongLongLongLong コース）コース）コース）コース）    

スプリントスプリントスプリントスプリント MMMM        （（（（MiddleMiddleMiddleMiddle コース）コース）コース）コース）    

スプリントＳスプリントＳスプリントＳスプリントＳ            （（（（ShortShortShortShort コース）コース）コース）コース）    

スプリントスプリントスプリントスプリント FFFF            （新人用やさしいコース）（新人用やさしいコース）（新人用やさしいコース）（新人用やさしいコース）    

    

※※※※    全クラス性別および年齢は問いません。また、新茶クラスについては、当日申込み者も表彰対象としま全クラス性別および年齢は問いません。また、新茶クラスについては、当日申込み者も表彰対象としま全クラス性別および年齢は問いません。また、新茶クラスについては、当日申込み者も表彰対象としま全クラス性別および年齢は問いません。また、新茶クラスについては、当日申込み者も表彰対象としま

す。す。す。す。    

※※※※    同一チーム内でのコース選択はスタート後地図ピックアップ時に走者によって行っていただきます（走同一チーム内でのコース選択はスタート後地図ピックアップ時に走者によって行っていただきます（走同一チーム内でのコース選択はスタート後地図ピックアップ時に走者によって行っていただきます（走同一チーム内でのコース選択はスタート後地図ピックアップ時に走者によって行っていただきます（走

順不問です）。順不問です）。順不問です）。順不問です）。    

※※※※    コース距離についてはおおむね以下の通りとします。コース距離についてはおおむね以下の通りとします。コース距離についてはおおむね以下の通りとします。コース距離についてはおおむね以下の通りとします。    

LongLongLongLong；；；；7km7km7km7km、、、、    MiddleMiddleMiddleMiddle；；；；5km5km5km5km、、、、    ShortShortShortShort；；；；4444kmkmkmkm、、、、    新人やさしいコース；新人やさしいコース；新人やさしいコース；新人やさしいコース；3km3km3km3km    

地図地図地図地図                                    ；；；；    「高麗白銀平」（関東高校生オリエンテーリング連盟「高麗白銀平」（関東高校生オリエンテーリング連盟「高麗白銀平」（関東高校生オリエンテーリング連盟「高麗白銀平」（関東高校生オリエンテーリング連盟    1995199519951995 年）リメイク年）リメイク年）リメイク年）リメイク    

縮尺縮尺縮尺縮尺    1:100001:100001:100001:10000    等高線間隔等高線間隔等高線間隔等高線間隔 5m5m5m5m    走行可能度走行可能度走行可能度走行可能度 4444 段階段階段階段階    コース印刷済コース印刷済コース印刷済コース印刷済    

    

参加資格参加資格参加資格参加資格    ；；；；    性別、年齢を問わず健康な心身を有する者。性別、年齢を問わず健康な心身を有する者。性別、年齢を問わず健康な心身を有する者。性別、年齢を問わず健康な心身を有する者。    

チームが組める人数がそろわない場合、希望者には主催者にてチームを斡旋します。チームが組める人数がそろわない場合、希望者には主催者にてチームを斡旋します。チームが組める人数がそろわない場合、希望者には主催者にてチームを斡旋します。チームが組める人数がそろわない場合、希望者には主催者にてチームを斡旋します。    

また、また、また、また、1111 人が人が人が人が 2222 回以上出走してもかまいません回以上出走してもかまいません回以上出走してもかまいません回以上出走してもかまいません。。。。 
○リレーイベントスタートは○リレーイベントスタートは○リレーイベントスタートは○リレーイベントスタートは 10101010 時時時時 30303030 分を予定しています。スプリントクラスのスタートはリレーイベントスタート分を予定しています。スプリントクラスのスタートはリレーイベントスタート分を予定しています。スプリントクラスのスタートはリレーイベントスタート分を予定しています。スプリントクラスのスタートはリレーイベントスタート

後、任意の時間とし後、任意の時間とし後、任意の時間とし後、任意の時間とします。参加者の都合に合わせてスタート枠へいらしてして下さい（～ます。参加者の都合に合わせてスタート枠へいらしてして下さい（～ます。参加者の都合に合わせてスタート枠へいらしてして下さい（～ます。参加者の都合に合わせてスタート枠へいらしてして下さい（～13131313 時ころ）。時ころ）。時ころ）。時ころ）。    

○リレーイベント終了後（○リレーイベント終了後（○リレーイベント終了後（○リレーイベント終了後（12121212 時ころ予定）テレインを開放します。新人歓迎イベント、レースの反省などにご利時ころ予定）テレインを開放します。新人歓迎イベント、レースの反省などにご利時ころ予定）テレインを開放します。新人歓迎イベント、レースの反省などにご利時ころ予定）テレインを開放します。新人歓迎イベント、レースの反省などにご利

用ください。全ポ図およびモデルコース図（印刷済）を販売いたします。用ください。全ポ図およびモデルコース図（印刷済）を販売いたします。用ください。全ポ図およびモデルコース図（印刷済）を販売いたします。用ください。全ポ図およびモデルコース図（印刷済）を販売いたします。    

○モデルコースをご利用いただく場合、スタート、ゴールで係員による計時を受けることも可能です（表彰対○モデルコースをご利用いただく場合、スタート、ゴールで係員による計時を受けることも可能です（表彰対○モデルコースをご利用いただく場合、スタート、ゴールで係員による計時を受けることも可能です（表彰対○モデルコースをご利用いただく場合、スタート、ゴールで係員による計時を受けることも可能です（表彰対

象外です。）。なお、モデルコースは、リレーコースとは異なるコースです。象外です。）。なお、モデルコースは、リレーコースとは異なるコースです。象外です。）。なお、モデルコースは、リレーコースとは異なるコースです。象外です。）。なお、モデルコースは、リレーコースとは異なるコースです。    

○モデルコースについては以下のように設定します。コース印刷済み地図についてはできるだけ事前申込○モデルコースについては以下のように設定します。コース印刷済み地図についてはできるだけ事前申込○モデルコースについては以下のように設定します。コース印刷済み地図についてはできるだけ事前申込○モデルコースについては以下のように設定します。コース印刷済み地図についてはできるだけ事前申込みみみみ

でお願いいたします。当日売り切れた場合はご容赦下さい。でお願いいたします。当日売り切れた場合はご容赦下さい。でお願いいたします。当日売り切れた場合はご容赦下さい。でお願いいたします。当日売り切れた場合はご容赦下さい。    

AAAA；；；；5.0km5.0km5.0km5.0km                                    BBBB；；；；3.5km3.5km3.5km3.5km                            FFFF；；；；2.52.52.52.5ｋｍ（新人向けコース）ｋｍ（新人向けコース）ｋｍ（新人向けコース）ｋｍ（新人向けコース）    

【参加費】【参加費】【参加費】【参加費】    

○リレーイベント、スプリントクラス○リレーイベント、スプリントクラス○リレーイベント、スプリントクラス○リレーイベント、スプリントクラス    

19191919 歳以上歳以上歳以上歳以上                        ；；；；    1111 人人人人    1200120012001200 円円円円（（（（1111 チームチームチームチーム 3600360036003600 円）円）円）円）        （当日（当日（当日（当日    1500150015001500 円円円円////人）人）人）人）    

高校生以下高校生以下高校生以下高校生以下            ；；；；        1111 人人人人    500500500500 円円円円    （（（（1111 チームチームチームチーム 1500150015001500 円）円）円）円）        （当日（当日（当日（当日            800800800800 円円円円////人）人）人）人）    

（チーム斡旋を希望される方は、そろっている人数分のみの参加費をお支払いください。（チーム斡旋を希望される方は、そろっている人数分のみの参加費をお支払いください。（チーム斡旋を希望される方は、そろっている人数分のみの参加費をお支払いください。（チーム斡旋を希望される方は、そろっている人数分のみの参加費をお支払いください。    

    

○リレーイベント後のテレイン開○リレーイベント後のテレイン開○リレーイベント後のテレイン開○リレーイベント後のテレイン開放放放放    

全ポ、モデルコース全ポ、モデルコース全ポ、モデルコース全ポ、モデルコース(F(F(F(F 以外以外以外以外))))地図地図地図地図        300300300300 円円円円////枚、枚、枚、枚、    モデルコース（モデルコース（モデルコース（モデルコース（FFFF）地図）地図）地図）地図    200200200200 円円円円////枚枚枚枚    



【申込み方法・申込み締切】【申込み方法・申込み締切】【申込み方法・申込み締切】【申込み方法・申込み締切】    

1.1.1.1.    郵送による申込み郵送による申込み郵送による申込み郵送による申込み    

郵便振替にて参加費を下記口座にお振込みください。（手数料は参加者負担）郵便振替にて参加費を下記口座にお振込みください。（手数料は参加者負担）郵便振替にて参加費を下記口座にお振込みください。（手数料は参加者負担）郵便振替にて参加費を下記口座にお振込みください。（手数料は参加者負担）    

口座番号口座番号口座番号口座番号    ：：：：    10360103601036010360----76491681764916817649168176491681    

加入者名加入者名加入者名加入者名    ：：：：    須藤須藤須藤須藤    馨馨馨馨    

通信欄通信欄通信欄通信欄                    ：：：：    参加者氏名（チーム全員）、参加希望クラスを記入してください。参加者氏名（チーム全員）、参加希望クラスを記入してください。参加者氏名（チーム全員）、参加希望クラスを記入してください。参加者氏名（チーム全員）、参加希望クラスを記入してください。    

    

参加費振込み後、申込み用紙に必要事項を記入し、下記宛先までお送りください。参加費振込み後、申込み用紙に必要事項を記入し、下記宛先までお送りください。参加費振込み後、申込み用紙に必要事項を記入し、下記宛先までお送りください。参加費振込み後、申込み用紙に必要事項を記入し、下記宛先までお送りください。    

印刷されたプログラムを希望する方は参加費に印刷されたプログラムを希望する方は参加費に印刷されたプログラムを希望する方は参加費に印刷されたプログラムを希望する方は参加費に 100100100100 円上乗せしてください円上乗せしてください円上乗せしてください円上乗せしてください。。。。    

    

郵送先郵送先郵送先郵送先    ；〒；〒；〒；〒350350350350----2201220122012201    埼玉県鶴ヶ島市富士見埼玉県鶴ヶ島市富士見埼玉県鶴ヶ島市富士見埼玉県鶴ヶ島市富士見 3333----2222----307307307307    須藤須藤須藤須藤    宛宛宛宛    

    

2.2.2.2.    電子メールによる申込み電子メールによる申込み電子メールによる申込み電子メールによる申込み    

郵送による申込み方法と同様に参加費を振込み後、電子メールにて申込み用紙と同様の内容を下記宛郵送による申込み方法と同様に参加費を振込み後、電子メールにて申込み用紙と同様の内容を下記宛郵送による申込み方法と同様に参加費を振込み後、電子メールにて申込み用紙と同様の内容を下記宛郵送による申込み方法と同様に参加費を振込み後、電子メールにて申込み用紙と同様の内容を下記宛

先までお送りください。斡旋希望の方は、斡旋者を希望する走順に「斡旋」と記入して下さい。先までお送りください。斡旋希望の方は、斡旋者を希望する走順に「斡旋」と記入して下さい。先までお送りください。斡旋希望の方は、斡旋者を希望する走順に「斡旋」と記入して下さい。先までお送りください。斡旋希望の方は、斡旋者を希望する走順に「斡旋」と記入して下さい。    

①参加希望クラス①参加希望クラス①参加希望クラス①参加希望クラス    ②チーム名②チーム名②チーム名②チーム名((((所属クラブ所属クラブ所属クラブ所属クラブ))))    ③③③③1111 走氏名走氏名走氏名走氏名    ④④④④1111 走年齢走年齢走年齢走年齢    ⑤⑤⑤⑤1111 走性別走性別走性別走性別    ⑥⑥⑥⑥2222 走氏名走氏名走氏名走氏名    ⑦⑦⑦⑦2222 走走走走

年齢年齢年齢年齢    ⑧⑧⑧⑧2222走性別走性別走性別走性別    ⑨⑨⑨⑨3333走氏名走氏名走氏名走氏名    ⑩⑩⑩⑩3333走年齢走年齢走年齢走年齢    ⑪⑪⑪⑪3333走性別走性別走性別走性別    ⑫代表者氏名⑫代表者氏名⑫代表者氏名⑫代表者氏名    ⑬代表者住所⑬代表者住所⑬代表者住所⑬代表者住所    ⑭代表者電話⑭代表者電話⑭代表者電話⑭代表者電話

番号番号番号番号        ⑮モデルコース地図枚数（全⑮モデルコース地図枚数（全⑮モデルコース地図枚数（全⑮モデルコース地図枚数（全ポ）⑯モデルコース地図枚数（ポ）⑯モデルコース地図枚数（ポ）⑯モデルコース地図枚数（ポ）⑯モデルコース地図枚数（AAAA コース）コース）コース）コース）⑰⑰⑰⑰    モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（BBBB

コース）コース）コース）コース）    ⑱⑱⑱⑱    モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（FFFF コース）コース）コース）コース）⑲プログラム郵送希望有無⑲プログラム郵送希望有無⑲プログラム郵送希望有無⑲プログラム郵送希望有無⑳振込参加費、振込み日、振⑳振込参加費、振込み日、振⑳振込参加費、振込み日、振⑳振込参加費、振込み日、振

込み郵便局込み郵便局込み郵便局込み郵便局    

    

電子メール宛先；電子メール宛先；電子メール宛先；電子メール宛先；    uroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jp        
        

3.3.3.3.    大会会場にて申込み大会会場にて申込み大会会場にて申込み大会会場にて申込み    

主な大会会場にて申込みを受け付けます。主な大会会場にて申込みを受け付けます。主な大会会場にて申込みを受け付けます。主な大会会場にて申込みを受け付けます。    

寄りの入間市寄りの入間市寄りの入間市寄りの入間市 OLCOLCOLCOLC 会員までお声をかけて下さい。会員までお声をかけて下さい。会員までお声をかけて下さい。会員までお声をかけて下さい。    

    

申し込み締切申し込み締切申し込み締切申し込み締切    ；；；；    2003200320032003 年年年年 3333 月月月月 22222222 日（全日本大会会場日（全日本大会会場日（全日本大会会場日（全日本大会会場にて 終受付）にて 終受付）にて 終受付）にて 終受付）    

（ただし、新茶、スプリント（ただし、新茶、スプリント（ただし、新茶、スプリント（ただし、新茶、スプリント FFFF は当日申込みも表彰対象です。）は当日申込みも表彰対象です。）は当日申込みも表彰対象です。）は当日申込みも表彰対象です。）    
    

☆ 注意事項注意事項注意事項注意事項    

大会への参加は、参加者ご自身で健康状態などを考え、絶対に無理をしないで下さい。また、参加者が自大会への参加は、参加者ご自身で健康状態などを考え、絶対に無理をしないで下さい。また、参加者が自大会への参加は、参加者ご自身で健康状態などを考え、絶対に無理をしないで下さい。また、参加者が自大会への参加は、参加者ご自身で健康状態などを考え、絶対に無理をしないで下さい。また、参加者が自

分自身あるいは第三者に与えた損害、障害、損失については主催者はその責を負いません。分自身あるいは第三者に与えた損害、障害、損失については主催者はその責を負いません。分自身あるいは第三者に与えた損害、障害、損失については主催者はその責を負いません。分自身あるいは第三者に与えた損害、障害、損失については主催者はその責を負いません。    

競技中、公園内を通るため、スパイクシューズの使用はご遠慮ください。競技中、公園内を通るため、スパイクシューズの使用はご遠慮ください。競技中、公園内を通るため、スパイクシューズの使用はご遠慮ください。競技中、公園内を通るため、スパイクシューズの使用はご遠慮ください。    

大会会場への交通は八高線毛呂駅より徒歩約大会会場への交通は八高線毛呂駅より徒歩約大会会場への交通は八高線毛呂駅より徒歩約大会会場への交通は八高線毛呂駅より徒歩約30303030分（約分（約分（約分（約2km2km2km2km））））です。駐車場は十分ありますので、車でのごです。駐車場は十分ありますので、車でのごです。駐車場は十分ありますので、車でのごです。駐車場は十分ありますので、車でのご

来場をお勧めします。来場をお勧めします。来場をお勧めします。来場をお勧めします。    

    

☆ 食品販売について食品販売について食品販売について食品販売について    

会場周辺には売店がありません。入間市オ会場周辺には売店がありません。入間市オ会場周辺には売店がありません。入間市オ会場周辺には売店がありません。入間市オリエンテーリングクラブでは、参加者・観戦者のみなさまへ手作リエンテーリングクラブでは、参加者・観戦者のみなさまへ手作リエンテーリングクラブでは、参加者・観戦者のみなさまへ手作リエンテーリングクラブでは、参加者・観戦者のみなさまへ手作

りの軽食、飲み物などを販売いたします。是非ご利用ください。りの軽食、飲み物などを販売いたします。是非ご利用ください。りの軽食、飲み物などを販売いたします。是非ご利用ください。りの軽食、飲み物などを販売いたします。是非ご利用ください。    

    

    

【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】    

・須藤・須藤・須藤・須藤    かおるかおるかおるかおる        ；電子メール；電子メール；電子メール；電子メール    uroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jp    

・大会ホームページ（入間市・大会ホームページ（入間市・大会ホームページ（入間市・大会ホームページ（入間市 OLCOLCOLCOLC のページ）のページ）のページ）のページ）        URLURLURLURL；；；；http://www.orienteering.com/~iruma/http://www.orienteering.com/~iruma/http://www.orienteering.com/~iruma/http://www.orienteering.com/~iruma/    
    

mailto:uroak@aqua.email.ne.jp


    

【日高市民・毛呂山町民にお住まいもしくはお勤めの方】【日高市民・毛呂山町民にお住まいもしくはお勤めの方】【日高市民・毛呂山町民にお住まいもしくはお勤めの方】【日高市民・毛呂山町民にお住まいもしくはお勤めの方】    
    

日高市、毛呂山町にお住まい・お勤めの方のために、市民・町民クラスをご用意いたします。日高市、毛呂山町にお住まい・お勤めの方のために、市民・町民クラスをご用意いたします。日高市、毛呂山町にお住まい・お勤めの方のために、市民・町民クラスをご用意いたします。日高市、毛呂山町にお住まい・お勤めの方のために、市民・町民クラスをご用意いたします。    

ふるってご参加くだふるってご参加くだふるってご参加くだふるってご参加ください。さい。さい。さい。    

    

市民・町民クラス；市民・町民クラス；市民・町民クラス；市民・町民クラス；    個人またはグループによるポイントオリエンテーリング個人またはグループによるポイントオリエンテーリング個人またはグループによるポイントオリエンテーリング個人またはグループによるポイントオリエンテーリング    

（グループごとに配布する地図は（グループごとに配布する地図は（グループごとに配布する地図は（グループごとに配布する地図は 1111 枚とさせていただきます。ご了承ください。）枚とさせていただきます。ご了承ください。）枚とさせていただきます。ご了承ください。）枚とさせていただきます。ご了承ください。）    

参加費；参加費；参加費；参加費；    100100100100 円（グループ、個人とも）円（グループ、個人とも）円（グループ、個人とも）円（グループ、個人とも）    

    

（申込みについて）（申込みについて）（申込みについて）（申込みについて）    

特に事前申込みの必要はありません。当日、会場受付までお越しください。なお、受付時間は特に事前申込みの必要はありません。当日、会場受付までお越しください。なお、受付時間は特に事前申込みの必要はありません。当日、会場受付までお越しください。なお、受付時間は特に事前申込みの必要はありません。当日、会場受付までお越しください。なお、受付時間は12121212 時まで時まで時まで時まで

とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。    

希望者にはクラブ員による初心者講習を行います。また、コンパス（方位磁石）の貸出しを行います。希望者にはクラブ員による初心者講習を行います。また、コンパス（方位磁石）の貸出しを行います。希望者にはクラブ員による初心者講習を行います。また、コンパス（方位磁石）の貸出しを行います。希望者にはクラブ員による初心者講習を行います。また、コンパス（方位磁石）の貸出しを行います。    

    

 
 
 
 
 
    

    

    

第第第第 1111 回回回回    茶の里いるまオリエンテーリング大会茶の里いるまオリエンテーリング大会茶の里いるまオリエンテーリング大会茶の里いるまオリエンテーリング大会    リレーリレーリレーリレー in  in  in  in もろやまもろやまもろやまもろやま    申込み用紙申込み用紙申込み用紙申込み用紙    

    

①参加希望クラス①参加希望クラス①参加希望クラス①参加希望クラス        ②チーム名②チーム名②チーム名②チーム名        参加費参加費参加費参加費    

③③③③1111 走氏名走氏名走氏名走氏名        ④④④④1111 走年齢走年齢走年齢走年齢        ⑤⑤⑤⑤1111 走性別走性別走性別走性別    男・女男・女男・女男・女    \\\\1200120012001200    ・・・・    \\\\500500500500    

⑥⑥⑥⑥2222 走氏名走氏名走氏名走氏名        ⑦⑦⑦⑦2222 走年齢走年齢走年齢走年齢        ⑧⑧⑧⑧2222 走性別走性別走性別走性別    男・女男・女男・女男・女    \\\\1200120012001200    ・・・・    \\\\500500500500    

⑨⑨⑨⑨3333 走氏名走氏名走氏名走氏名            ⑩⑩⑩⑩3333 走年齢走年齢走年齢走年齢        ⑪⑪⑪⑪3333 走性別走性別走性別走性別    男・女男・女男・女男・女    \\\\1200120012001200    ・・・・    \\\\500500500500    

⑫代表者氏名⑫代表者氏名⑫代表者氏名⑫代表者氏名    ⑬代表者住所⑬代表者住所⑬代表者住所⑬代表者住所    ⑭代表者電話番号⑭代表者電話番号⑭代表者電話番号⑭代表者電話番号    

            

⑮モデルコース地図枚数（全ポ）⑮モデルコース地図枚数（全ポ）⑮モデルコース地図枚数（全ポ）⑮モデルコース地図枚数（全ポ）    \\\\300300300300    枚枚枚枚    ＝＝＝＝    

⑯モデルコース地図枚数（⑯モデルコース地図枚数（⑯モデルコース地図枚数（⑯モデルコース地図枚数（AAAA コース）コース）コース）コース）    \\\\300300300300    枚枚枚枚    ＝＝＝＝    

⑰⑰⑰⑰    モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（BBBB コース）コース）コース）コース）    \\\\300300300300    枚枚枚枚    ＝＝＝＝    

⑱⑱⑱⑱    モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（モデルコース地図枚数（FFFF コース）コース）コース）コース）    \\\\200200200200    枚枚枚枚    ＝＝＝＝    

⑲プログラム郵送希望有無⑲プログラム郵送希望有無⑲プログラム郵送希望有無⑲プログラム郵送希望有無    有有有有    ・・・・    無無無無    \\\\100100100100    ＝＝＝＝    

⑳振込参加費⑳振込参加費⑳振込参加費⑳振込参加費    \\\\    振込日・郵便局振込日・郵便局振込日・郵便局振込日・郵便局    月月月月            日日日日                        局局局局    

※※※※    年齢は年齢は年齢は年齢は 2004200420042004 年年年年 4444 月１日現在の年齢としてください。月１日現在の年齢としてください。月１日現在の年齢としてください。月１日現在の年齢としてください。    

※※※※    リレーチームを斡旋ご希望の方は、斡旋を希望する走順氏名欄に「斡旋（あっせん）」とご記入ください。リレーチームを斡旋ご希望の方は、斡旋を希望する走順氏名欄に「斡旋（あっせん）」とご記入ください。リレーチームを斡旋ご希望の方は、斡旋を希望する走順氏名欄に「斡旋（あっせん）」とご記入ください。リレーチームを斡旋ご希望の方は、斡旋を希望する走順氏名欄に「斡旋（あっせん）」とご記入ください。    


