
    

    

第第第第 2222 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 in in in in    ひだかひだかひだかひだか    

兼兼兼兼    埼玉大学オリエンテーリングクラブ埼玉大学オリエンテーリングクラブ埼玉大学オリエンテーリングクラブ埼玉大学オリエンテーリングクラブ創立創立創立創立 30303030 周年記念大会周年記念大会周年記念大会周年記念大会    
大会実施要綱大会実施要綱大会実施要綱大会実施要綱    

    

またまたやります！またまたやります！またまたやります！またまたやります！    
春は入間のカーニバルから！！春は入間のカーニバルから！！春は入間のカーニバルから！！春は入間のカーニバルから！！    

今年はクラシックでお楽しみ下さい。今年はクラシックでお楽しみ下さい。今年はクラシックでお楽しみ下さい。今年はクラシックでお楽しみ下さい。    
入賞者表彰後、テレイン開放も行います！入賞者表彰後、テレイン開放も行います！入賞者表彰後、テレイン開放も行います！入賞者表彰後、テレイン開放も行います！    
クラブ新人歓迎行事などにお役立て下さい。クラブ新人歓迎行事などにお役立て下さい。クラブ新人歓迎行事などにお役立て下さい。クラブ新人歓迎行事などにお役立て下さい。    

    
    
開催日時；開催日時；開催日時；開催日時；2004200420042004年年年年 4444月月月月 25252525日（日）日（日）日（日）日（日）    
場所場所場所場所                                        ；；；；    埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県    日高市、飯能市日高市、飯能市日高市、飯能市日高市、飯能市    
会場会場会場会場                                        ；日高総合公園；日高総合公園；日高総合公園；日高総合公園    
    
主催主催主催主催                                        ；；；；            入間市オリエンテーリングクラブ入間市オリエンテーリングクラブ入間市オリエンテーリングクラブ入間市オリエンテーリングクラブ    

埼玉大学オリ埼玉大学オリ埼玉大学オリ埼玉大学オリエンテーリングエンテーリングエンテーリングエンテーリングクラブクラブクラブクラブ    
運営協力運営協力運営協力運営協力    ；；；；        Forester(Forester(Forester(Forester(埼玉大学埼玉大学埼玉大学埼玉大学 OBOBOBOB会会会会))))    
後援後援後援後援                                            ；；；；        日高市教育委員会日高市教育委員会日高市教育委員会日高市教育委員会    

飯能市教育委員会飯能市教育委員会飯能市教育委員会飯能市教育委員会    
入間市教育委員会入間市教育委員会入間市教育委員会入間市教育委員会    
関東学生オリエンテーリング連盟（関東学生オリエンテーリング連盟（関東学生オリエンテーリング連盟（関東学生オリエンテーリング連盟（申請中申請中申請中申請中））））    
埼玉県オリエンテーリング協会埼玉県オリエンテーリング協会埼玉県オリエンテーリング協会埼玉県オリエンテーリング協会    

協賛協賛協賛協賛                                            ；；；；    サントリーフーズ株式会社（予定）サントリーフーズ株式会社（予定）サントリーフーズ株式会社（予定）サントリーフーズ株式会社（予定）    
    
【【【【イベント概要】イベント概要】イベント概要】イベント概要】    

春の暖かいゴールデンウィーク前のひと時を、楽しく過ごしていただく春の暖かいゴールデンウィーク前のひと時を、楽しく過ごしていただく春の暖かいゴールデンウィーク前のひと時を、楽しく過ごしていただく春の暖かいゴールデンウィーク前のひと時を、楽しく過ごしていただく
ために、昨年に引き続き入間市ために、昨年に引き続き入間市ために、昨年に引き続き入間市ために、昨年に引き続き入間市 OLCOLCOLCOLCが大会を開催します。が大会を開催します。が大会を開催します。が大会を開催します。    
さらに、新人歓迎行事、練習会などとして活用していただけるよう、上さらに、新人歓迎行事、練習会などとして活用していただけるよう、上さらに、新人歓迎行事、練習会などとして活用していただけるよう、上さらに、新人歓迎行事、練習会などとして活用していただけるよう、上
位入賞者確定位入賞者確定位入賞者確定位入賞者確定後、テレイン開放を行います。モデルコース印刷済地図販売、後、テレイン開放を行います。モデルコース印刷済地図販売、後、テレイン開放を行います。モデルコース印刷済地図販売、後、テレイン開放を行います。モデルコース印刷済地図販売、
スタート・ゴールの計時を行います。スタート・ゴールの計時を行います。スタート・ゴールの計時を行います。スタート・ゴールの計時を行います。    

    
    

本大会は、本大会は、本大会は、本大会は、WOC2005 in AichiWOC2005 in AichiWOC2005 in AichiWOC2005 in Aichiに協賛しています。に協賛しています。に協賛しています。に協賛しています。    
みなさまのご支援をお願いいたします。みなさまのご支援をお願いいたします。みなさまのご支援をお願いいたします。みなさまのご支援をお願いいたします。    

    
    



    

    

【交通手段について】【交通手段について】【交通手段について】【交通手段について】    
交通；交通；交通；交通；JRJRJRJR川越川越川越川越線「武蔵高萩」駅より線「武蔵高萩」駅より線「武蔵高萩」駅より線「武蔵高萩」駅より 1.01.01.01.0kmkmkmkm（徒歩約（徒歩約（徒歩約（徒歩約 22220000分）分）分）分）    

駐車場駐車場駐車場駐車場は若干数しか確保できません。は若干数しか確保できません。は若干数しか確保できません。は若干数しか確保できません。公共の交通機関での来場を推奨します。公共の交通機関での来場を推奨します。公共の交通機関での来場を推奨します。公共の交通機関での来場を推奨します。    
自家用車での来場を希望される場合、駐車券については抽選とさせていただきます。自家用車での来場を希望される場合、駐車券については抽選とさせていただきます。自家用車での来場を希望される場合、駐車券については抽選とさせていただきます。自家用車での来場を希望される場合、駐車券については抽選とさせていただきます。    
また、また、また、また、武蔵高萩駅前に民間の有料駐車場が若干ありますが、十分ではありません。武蔵高萩駅前に民間の有料駐車場が若干ありますが、十分ではありません。武蔵高萩駅前に民間の有料駐車場が若干ありますが、十分ではありません。武蔵高萩駅前に民間の有料駐車場が若干ありますが、十分ではありません。    
自家用車の場合、関越自動車道鶴ヶ島自家用車の場合、関越自動車道鶴ヶ島自家用車の場合、関越自動車道鶴ヶ島自家用車の場合、関越自動車道鶴ヶ島 ICICICICより国道より国道より国道より国道 407407407407号経由で約号経由で約号経由で約号経由で約 30303030分、または圏分、または圏分、または圏分、または圏

央道狭山日高央道狭山日高央道狭山日高央道狭山日高 ICICICICより国道より国道より国道より国道 407407407407号経由で約号経由で約号経由で約号経由で約 20202020分。分。分。分。    
    
【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、飯能市、入間市にお住まいの方は最終ページ「市民コース」をご覧下さい）（日高市、飯能市、入間市にお住まいの方は最終ページ「市民コース」をご覧下さい）（日高市、飯能市、入間市にお住まいの方は最終ページ「市民コース」をご覧下さい）（日高市、飯能市、入間市にお住まいの方は最終ページ「市民コース」をご覧下さい）    
競技形式競技形式競技形式競技形式                    ；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    
クラスクラスクラスクラス                                    ；全クラス男女は問いません。各コース性別・年齢別表彰を行います。；全クラス男女は問いません。各コース性別・年齢別表彰を行います。；全クラス男女は問いません。各コース性別・年齢別表彰を行います。；全クラス男女は問いません。各コース性別・年齢別表彰を行います。    
パンチ方式；パンチ方式；パンチ方式；パンチ方式；コントロールカードによるコントロールカードによるコントロールカードによるコントロールカードによるパンチシステム使用パンチシステム使用パンチシステム使用パンチシステム使用    
参加費参加費参加費参加費                                    ；；；；    19191919歳以上歳以上歳以上歳以上    1111202020200000円（当日円（当日円（当日円（当日    2222000000000000円）円）円）円）    

18181818歳以下歳以下歳以下歳以下                            555500000000円（当日円（当日円（当日円（当日                1010101000000000円）円）円）円）    
（年齢は（年齢は（年齢は（年齢は 2005200520052005年年年年 3333月月月月 31313131日時点での年齢とします。）日時点での年齢とします。）日時点での年齢とします。）日時点での年齢とします。）    

クラスクラスクラスクラス    対象対象対象対象    距離距離距離距離((((予定予定予定予定))))    備考備考備考備考    

玉露玉露玉露玉露    上級者上級者上級者上級者    8888～～～～11110000kmkmkmkm    M21AM21AM21AM21A    ・・・・W21AW21AW21AW21Aなどなどなどなど相当相当相当相当    

煎茶煎茶煎茶煎茶    上級者上級者上級者上級者    5555～～～～8km8km8km8km    M21ASM21ASM21ASM21AS・・・・M35AM35AM35AM35A・・・・W35AW35AW35AW35A・・・・M50AM50AM50AM50A・・・・W50AW50AW50AW50Aなどなどなどなど相当相当相当相当    

ほうじ茶ほうじ茶ほうじ茶ほうじ茶    初中級者初中級者初中級者初中級者    3333～～～～6km6km6km6km    BBBB クラス相当クラス相当クラス相当クラス相当    

紅茶紅茶紅茶紅茶    初級者初級者初級者初級者    8888～～～～11110000kmkmkmkm    健脚ランナー向け。健脚ランナー向け。健脚ランナー向け。健脚ランナー向け。    

新茶新茶新茶新茶    初心者初心者初心者初心者    ～～～～4km4km4km4km    この春から始めた方（この春から始めた方（この春から始めた方（この春から始めた方（希望者には初心者説明あり希望者には初心者説明あり希望者には初心者説明あり希望者には初心者説明あり）。）。）。）。    

※ 年齢年齢年齢年齢によるクラス分けによるクラス分けによるクラス分けによるクラス分けにつにつにつについては、プログラムにてお知らせします。いては、プログラムにてお知らせします。いては、プログラムにてお知らせします。いては、プログラムにてお知らせします。    
※ みなさまからお預かりした参加費の一部はみなさまからお預かりした参加費の一部はみなさまからお預かりした参加費の一部はみなさまからお預かりした参加費の一部は 2005200520052005 年世界選手権（愛知）への協賛金として準年世界選手権（愛知）への協賛金として準年世界選手権（愛知）への協賛金として準年世界選手権（愛知）への協賛金として準

備委員会に寄付いたします。備委員会に寄付いたします。備委員会に寄付いたします。備委員会に寄付いたします。    
    
地図地図地図地図                                            ；；；；    2004200420042004年入間市オリエンテーリング作成（年入間市オリエンテーリング作成（年入間市オリエンテーリング作成（年入間市オリエンテーリング作成（1993199319931993年年年年    埼玉大学「仙女ヶ池」リメイク）埼玉大学「仙女ヶ池」リメイク）埼玉大学「仙女ヶ池」リメイク）埼玉大学「仙女ヶ池」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 5555ｍｍｍｍ    ISOM2000ISOM2000ISOM2000ISOM2000準拠準拠準拠準拠    
（初心者・市民コースは別縮尺となります。）（初心者・市民コースは別縮尺となります。）（初心者・市民コースは別縮尺となります。）（初心者・市民コースは別縮尺となります。）    

位置説明位置説明位置説明位置説明    ；；；；        IOFIOFIOFIOF記号を用いる（新茶、紅茶、市民コースは日本語表記）記号を用いる（新茶、紅茶、市民コースは日本語表記）記号を用いる（新茶、紅茶、市民コースは日本語表記）記号を用いる（新茶、紅茶、市民コースは日本語表記）    
    
【テレインプロフィール】【テレインプロフィール】【テレインプロフィール】【テレインプロフィール】    

テレインはフラットな丘陵地帯で、交通量のテレインはフラットな丘陵地帯で、交通量のテレインはフラットな丘陵地帯で、交通量のテレインはフラットな丘陵地帯で、交通量の多い道路、林の中の小径が発達している。畑多い道路、林の中の小径が発達している。畑多い道路、林の中の小径が発達している。畑多い道路、林の中の小径が発達している。畑・・・・

住宅地住宅地住宅地住宅地の合間の合間の合間の合間に散在する林を縫うようなコースとなるため、スピードレースになると予想さに散在する林を縫うようなコースとなるため、スピードレースになると予想さに散在する林を縫うようなコースとなるため、スピードレースになると予想さに散在する林を縫うようなコースとなるため、スピードレースになると予想さ

れますれますれますれます。林中の通行可能度は。林中の通行可能度は。林中の通行可能度は。林中の通行可能度は AAAA：：：：BBBB：：：：CCCC：：：：D=1D=1D=1D=1：：：：1111：：：：1111：：：：1111で植生はおおむね良好ですで植生はおおむね良好ですで植生はおおむね良好ですで植生はおおむね良好です。。。。    
    
    
    



    

    

【テレイン開放について】【テレイン開放について】【テレイン開放について】【テレイン開放について】    
クラシック表彰後、テレインを開放します。全ポ図以外にモデルコース印刷済の地図を販売クラシック表彰後、テレインを開放します。全ポ図以外にモデルコース印刷済の地図を販売クラシック表彰後、テレインを開放します。全ポ図以外にモデルコース印刷済の地図を販売クラシック表彰後、テレインを開放します。全ポ図以外にモデルコース印刷済の地図を販売

いたします。モデルコースの距離は以下の予定です。いたします。モデルコースの距離は以下の予定です。いたします。モデルコースの距離は以下の予定です。いたします。モデルコースの距離は以下の予定です。    
AAAA：：：：8km8km8km8km        BBBB：：：：5km5km5km5km        NNNN（初心者用）：（初心者用）：（初心者用）：（初心者用）：3km3km3km3km    

全ポ図、モデルコース印刷済地図の値段は全ポ図、モデルコース印刷済地図の値段は全ポ図、モデルコース印刷済地図の値段は全ポ図、モデルコース印刷済地図の値段は 1111枚枚枚枚 300300300300円です。白図は販売を行いません。円です。白図は販売を行いません。円です。白図は販売を行いません。円です。白図は販売を行いません。    
数に限りがありますので、事前に予約されることをお勧めします。数に限りがありますので、事前に予約されることをお勧めします。数に限りがありますので、事前に予約されることをお勧めします。数に限りがありますので、事前に予約されることをお勧めします。    
【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】    

1.1.1.1.            郵送または郵送または郵送または郵送または eeee----mailmailmailmailによる申込による申込による申込による申込    
①①①①    参加料などを払い込む参加料などを払い込む参加料などを払い込む参加料などを払い込む    

下記口座まで、お振込み下さい。下記口座まで、お振込み下さい。下記口座まで、お振込み下さい。下記口座まで、お振込み下さい。    
三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行三井住友銀行    坂戸支店坂戸支店坂戸支店坂戸支店    普通普通普通普通    口座番号口座番号口座番号口座番号 4199295419929541992954199295    
口座名義口座名義口座名義口座名義    須藤須藤須藤須藤    馨馨馨馨（すどう（すどう（すどう（すどう    かおる）かおる）かおる）かおる）    

                            またはまたはまたはまたは    
郵便貯金郵便貯金郵便貯金郵便貯金    口座番号口座番号口座番号口座番号    10380103801038010380----68734041687340416873404168734041    
口座名義口座名義口座名義口座名義    須藤須藤須藤須藤    馨馨馨馨（すどう（すどう（すどう（すどう    かおる）かおる）かおる）かおる）    

②②②②    申込書を送付する申込書を送付する申込書を送付する申込書を送付する    
郵送または、郵送または、郵送または、郵送または、eeee----mailmailmailmailで、申込内容をお伝え下さい。また、複数人数の参加料を振りで、申込内容をお伝え下さい。また、複数人数の参加料を振りで、申込内容をお伝え下さい。また、複数人数の参加料を振りで、申込内容をお伝え下さい。また、複数人数の参加料を振り

込まれた場合は、備考欄などに振り込み人込まれた場合は、備考欄などに振り込み人込まれた場合は、備考欄などに振り込み人込まれた場合は、備考欄などに振り込み人のお名前などをご記入下さい。のお名前などをご記入下さい。のお名前などをご記入下さい。のお名前などをご記入下さい。    
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    
eeee---- mail mail mail mail：：：：uroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jp    

2.2.2.2.    会場申込会場申込会場申込会場申込    
2004200420042004年年年年 1111月以降、主要なオリエンテーリング大会で申込を受け付けます。入間市月以降、主要なオリエンテーリング大会で申込を受け付けます。入間市月以降、主要なオリエンテーリング大会で申込を受け付けます。入間市月以降、主要なオリエンテーリング大会で申込を受け付けます。入間市 OLCOLCOLCOLC

会員までお声をおかけ下さい。会員までお声をおかけ下さい。会員までお声をおかけ下さい。会員までお声をおかけ下さい。    
    

申込締め切り申込締め切り申込締め切り申込締め切り    ；；；；    2004200420042004年年年年 4444月月月月 10101010日（発信・消印有効）日（発信・消印有効）日（発信・消印有効）日（発信・消印有効）    
（新茶クラスについては、（新茶クラスについては、（新茶クラスについては、（新茶クラスについては、4444月月月月 20202020日まで）日まで）日まで）日まで）    

最終会場申込最終会場申込最終会場申込最終会場申込    ；；；；    2004200420042004年年年年 3333月月月月 28282828日全日本大会（山口県）日全日本大会（山口県）日全日本大会（山口県）日全日本大会（山口県）    
【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

・ ご自身の健康・安全には各自で責任を持ち、絶対に無ご自身の健康・安全には各自で責任を持ち、絶対に無ご自身の健康・安全には各自で責任を持ち、絶対に無ご自身の健康・安全には各自で責任を持ち、絶対に無理をしないようにしてください。理をしないようにしてください。理をしないようにしてください。理をしないようにしてください。    
・ 参加者が自己または他人に与えた損害･損失について参加者が自己または他人に与えた損害･損失について参加者が自己または他人に与えた損害･損失について参加者が自己または他人に与えた損害･損失について主催者は一切の責任を負いません。主催者は一切の責任を負いません。主催者は一切の責任を負いません。主催者は一切の責任を負いません。    
・ オリエンテーリングは地元の方のご好意によって支えられています。地元の方に感謝し、オリエンテーリングは地元の方のご好意によって支えられています。地元の方に感謝し、オリエンテーリングは地元の方のご好意によって支えられています。地元の方に感謝し、オリエンテーリングは地元の方のご好意によって支えられています。地元の方に感謝し、
挨拶をしましょう。挨拶をしましょう。挨拶をしましょう。挨拶をしましょう。    
・ コンパスの貸し出しを行います。数に限りがありますので、先着順となります。ご了承くコンパスの貸し出しを行います。数に限りがありますので、先着順となります。ご了承くコンパスの貸し出しを行います。数に限りがありますので、先着順となります。ご了承くコンパスの貸し出しを行います。数に限りがありますので、先着順となります。ご了承く
ださい。ださい。ださい。ださい。    
・ テレイン開放のみのお申込は受け付けません。テレイン開放のみのお申込は受け付けません。テレイン開放のみのお申込は受け付けません。テレイン開放のみのお申込は受け付けません。また、全ポ図・また、全ポ図・また、全ポ図・また、全ポ図・モデルコース印刷済地図のモデルコース印刷済地図のモデルコース印刷済地図のモデルコース印刷済地図の
販売は決められた時刻以降となります。ご了承下さい。販売は決められた時刻以降となります。ご了承下さい。販売は決められた時刻以降となります。ご了承下さい。販売は決められた時刻以降となります。ご了承下さい。    
・ プログラム、スタートリストの発表はプログラム、スタートリストの発表はプログラム、スタートリストの発表はプログラム、スタートリストの発表は webwebwebweb上で行います。紙に印刷したプログラム上で行います。紙に印刷したプログラム上で行います。紙に印刷したプログラム上で行います。紙に印刷したプログラムが必要が必要が必要が必要
な場合、参加費に＋な場合、参加費に＋な場合、参加費に＋な場合、参加費に＋300300300300円で承ります。円で承ります。円で承ります。円で承ります。    

【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】    
・ 須藤かおる；電子メール：須藤かおる；電子メール：須藤かおる；電子メール：須藤かおる；電子メール：uroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jpuroak@aqua.email.ne.jp    
・ 入間市入間市入間市入間市 OLCOLCOLCOLCホームページ：ホームページ：ホームページ：ホームページ：http://www.orienteering.com/~iruma/http://www.orienteering.com/~iruma/http://www.orienteering.com/~iruma/http://www.orienteering.com/~iruma/    

大会に関する情報はホームページ上で随時更新いたします。大会に関する情報はホームページ上で随時更新いたします。大会に関する情報はホームページ上で随時更新いたします。大会に関する情報はホームページ上で随時更新いたします。    



    

    

【市民コースのお知らせ】【市民コースのお知らせ】【市民コースのお知らせ】【市民コースのお知らせ】    
日高市、飯能市、入間市にお住まいもしくはお勤めの方のために、日高市、飯能市、入間市にお住まいもしくはお勤めの方のために、日高市、飯能市、入間市にお住まいもしくはお勤めの方のために、日高市、飯能市、入間市にお住まいもしくはお勤めの方のために、公園内に公園内に公園内に公園内に市民コー市民コー市民コー市民コー
スをご用意いたします。オリエンテーリングを体験してみませんか？スをご用意いたします。オリエンテーリングを体験してみませんか？スをご用意いたします。オリエンテーリングを体験してみませんか？スをご用意いたします。オリエンテーリングを体験してみませんか？    
市民コース市民コース市民コース市民コース    ；；；；    個人またはグループでのポイントオリエンテー個人またはグループでのポイントオリエンテー個人またはグループでのポイントオリエンテー個人またはグループでのポイントオリエンテーリングリングリングリング    

（地図上のポイントを順番に回る形式）（地図上のポイントを順番に回る形式）（地図上のポイントを順番に回る形式）（地図上のポイントを順番に回る形式）    
    
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）    
申込方法申込方法申込方法申込方法                        ；；；；    事前申込の特に必要はありません。事前申込の特に必要はありません。事前申込の特に必要はありません。事前申込の特に必要はありません。    

当日、会場受付までおこし下さい。受付時間は当日、会場受付までおこし下さい。受付時間は当日、会場受付までおこし下さい。受付時間は当日、会場受付までおこし下さい。受付時間は 9999時～時～時～時～12121212時とします。時とします。時とします。時とします。    
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
貸し出しを行います。グループでご参加の場合、配布する地図は貸し出しを行います。グループでご参加の場合、配布する地図は貸し出しを行います。グループでご参加の場合、配布する地図は貸し出しを行います。グループでご参加の場合、配布する地図は 1111グループグループグループグループ 1111枚です。枚です。枚です。枚です。
ご了承ご了承ご了承ご了承下さい。下さい。下さい。下さい。    

    
    
第第第第 2222回茶の里いるまオリエンテーリング大会回茶の里いるまオリエンテーリング大会回茶の里いるまオリエンテーリング大会回茶の里いるまオリエンテーリング大会 in  in  in  in ひだかひだかひだかひだか    申込書申込書申込書申込書    

参加希望クラス参加希望クラス参加希望クラス参加希望クラス    
((((○をつける○をつける○をつける○をつける))))    

玉露玉露玉露玉露    ・・・・煎茶煎茶煎茶煎茶    ・ほうじ茶・・ほうじ茶・・ほうじ茶・・ほうじ茶・    紅茶・紅茶・紅茶・紅茶・    新茶新茶新茶新茶    
参加費集計参加費集計参加費集計参加費集計    

（○をつける）（○をつける）（○をつける）（○をつける）    

名前名前名前名前    ※性別※性別※性別※性別    男男男男    女女女女    ※年齢※年齢※年齢※年齢    
才才才才    

所属クラブ（所属クラブ（所属クラブ（所属クラブ（8888文字以内）文字以内）文字以内）文字以内）    住所住所住所住所    〒〒〒〒    
    
電話番号；電話番号；電話番号；電話番号；    

    
    

1200 1200 1200 1200 ・・・・ 500 500 500 500    

モデルコース地図枚数（全ポ図）モデルコース地図枚数（全ポ図）モデルコース地図枚数（全ポ図）モデルコース地図枚数（全ポ図）    ￥￥￥￥300300300300    枚枚枚枚            

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（AAAAコース）コース）コース）コース）    ￥￥￥￥300300300300    枚枚枚枚            

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            

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（NNNNコース）コース）コース）コース）    ￥￥￥￥300300300300    枚枚枚枚            

プログラム郵送希望プログラム郵送希望プログラム郵送希望プログラム郵送希望    なしなしなしなし・あり・あり・あり・あり    ￥￥￥￥300300300300        0  0  0  0  ・＋・＋・＋・＋300300300300    

振込み参加費振込み参加費振込み参加費振込み参加費    合計合計合計合計        

振込日振込日振込日振込日    振込銀行・郵便局振込銀行・郵便局振込銀行・郵便局振込銀行・郵便局    月月月月        日日日日    
銀行銀行銀行銀行        
郵便局郵便局郵便局郵便局    

駐車券希望駐車券希望駐車券希望駐車券希望    希望希望希望希望    （（（（    自動車運転自動車運転自動車運転自動車運転    ・・・・    相乗相乗相乗相乗    ））））        ・・・・        不要不要不要不要                                

備考備考備考備考        

※年齢、性別は必ず記入してください。記入なき場合、表彰対象となりません。※年齢、性別は必ず記入してください。記入なき場合、表彰対象となりません。※年齢、性別は必ず記入してください。記入なき場合、表彰対象となりません。※年齢、性別は必ず記入してください。記入なき場合、表彰対象となりません。    
※年齢は、※年齢は、※年齢は、※年齢は、2005200520052005年年年年 3333月月月月 31313131日時点での年齢とします。日時点での年齢とします。日時点での年齢とします。日時点での年齢とします。    


