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ひとつ掲載を落としていました。
大変済みませんでした、

連絡先：tachangi●keb.biglobe.ne
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ： http://www5f.biglobe.ne.jp/~Chiba-OLK/
若者よきたれ。若い血潮でｸﾗﾌﾞを変革してください。
おじさんは応援します。

施設での別途トレーニング
スプリントエクストラメニュー案内
ＭＴＢ－Ｏの体験会がるならと、他の団体からも施設でのトレーニング機会について複数の質問をうけました。色々検討した
結果、半ば個人の主催ではあっても全国規模の大会であることを鑑み、すべての人に公平になるように、以下のようにトレーニン
グの機会を設けます。クラブ７人リレーの競技の部分（もちろん会場周りの公開しているレイアウトや走力以外の部分で）に影響
は無いように配慮した上で、トレーニング機会を公開します。それでも、テレインの中に入って試合の前日に風景を知ることはどう
なのか？ という議論もあるでしょうが、ここは各種スポーツの合宿所であること、肩肘はった大会ではないこと、などから大らかな
気持ちでこの大会を捉えていただけばと思います。
１． ＭＴＢ－Ｏ体験会
土曜日 スプリント競技が大方のランナーがフィニッシュ後（スプリント競技の邪魔にならないように）、スプリント地図で
公開されたクロカンコースにて、体験会をＮＴチームのアレンジで行います。森の中、ダート（ランク４）、アップダウンも乗車
テクも十分に体験できるだけのコースだと思います。
日曜日 会場のオープンの舗装の周回道で、同じく競技の支障にならない程度に体験会を随時？行います。
２． スキーＯチーム（他、ただランニングしたい方も）
土曜・日曜とも、上記舗装道の周回のトレーニングはＯＫです。
土曜は、上記ＭＴＢ－Ｏコースのクロカンコースでの走力トレもＯＫ、但し、道を外れて森の中に入っていかないこと
日曜の朝トレも舗装道周回であればＯＫです。
★クロカンコース、舗装道周回が具体的にどこのことなのかは当日図で示します。
３．スプリントＯ エクストラレース
ジュニアＮＴチームより折角の機会なので、一緒に事後練習する機会をもちたいというリクエストを受けました。公平な
環境が整備されるのであれば、山川テイストの大会では、こういうのにもちゃんとお応えしたいと思い、検討の結果、以
下のように致します。
計時はしますが、任意スタートのリフトアップ
必ずスプリントの本レースと同じ e-card を使うこと（違うカードを使ったら処理しない）。
事前に地図は買っておくこと（販売開始１４：４５予定）
先着８０名様限定（但し、ジュニアＮＴ選手団ご予約済）

参加費(地図販売をもって替える)

大学生以下３００円 一般５００円

カード読取は少し持ってもらうかも(質疑応答とダブルため)

Ｍ２１の表彰式後すぐ開始（７人リレー質疑応答会とはダブリます）。必ず１６：００までにフィニッシュすること（しなかった場合罰金あり）
地図ビニなし（雨予報ならシーリングしておきます）
コースは２．３ｋｍ 本レースの全ポから３つ新しいコントロールを追加し、極力多くのレッグを新鮮なものに
（明日のクラブ７人リレーに影響のない範囲で）・・・ほぼ山レッグです。もっと偵察したい人も是非どうぞ
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今回のテレイン内典型的風景

プログラム

参加者

（要項 ver.３）

ごあいさつ

「原点回帰」

オリエンテーリング強国北欧三国で開催されている有名な多人数リレー、これを模範としたクラブカップ大会

を 18 年前に開始しました。北欧のように夜をはさんで行うことは日本の社会の中では難しいですが、次第に、クラブ全体で盛りあがれる行事と
して定着し、多くの参加者を集め、またクラブ作りの上でもなくてはならない大会に成長してきました。その大会も残念ながら昨年をもって終
了となりました。もともと個人の発想で始めた大会でしたが、その後“ジェネシスマッピング”という団体の大会になり、その団体が継続を保
証するに値する団体でないと判断するに至り終了させていただきました。しかし、マイナーなナビゲーションスポーツであるオリエンテーリン
グ、競技中は個人で行う、そしてその競技の肝の部分は誰も見ていない山の中での孤独、そういうスポーツであるからこそ、こういうクラブ全
体で熱く取り組めるイベントは存続のためにも、競技へのモチベーション維持のためにも、絶対になくしてはならない大会だと私は考えていま
す。大会を立ち上げたときの初心に帰り、その理念の元に、新たに「クラブ 7 人リレー（山川メモリアル）大会」として再出発を図りたいと思
います。今まで夏の期間に高原で開催する事を基本としてきましたが、自分の理想のスタイル（この課題は山川キャンプで取り組みます。
）から
は離れ、この世界に対する責任感という観点から、リソースも考えながら今後は企画を進めていきます。
（早速、来年はＧＷに広島全日本大会の
翌日、同じ場所での開催になります。それが今のオリエンテーリング界で、全日本大会というものに対し、最も力づけになる選択肢だと判断し、
彼らの要請にお応えすることにしました。
）
記念すべき再出発の場所はインカレでおなじみの“日光”になりました。これは当初予定していた場所では、開催できない事情が生じ、それ
なら風評被害で観光産業の落ち込みが激しい日光、いつも秋から春には大変お世話になっている“日光”
、地域の人との知り合いも増えたおなじ
みの“日光”で開催するのがベストチョイスだろう、と考えました。1984 年に地図を開拓作成して以来、何度かインカレ候補に挙がりながら、
インカレを開催するにはちょっと狭いという理由で却下されてきたテレインがちょうど塩漬け状態だったので、この場所を再生して合宿練習の
場所を増やすということにも貢献できる、という考えも決断を後押ししました。このテレインも「日光和泉」や「日光例幣使街道」と同様、緩
斜面の森が中心で、超高速系のテレインと言えます。会場は広過ぎるくらいの公立のスポーツ研修施設、スペクテーターズ区間には不便無し。
テレインと地図はおなじみの日光クオリティ、山川クオリティで、心行くまでオリエンテーリングを楽しんで下さい。7 人リレーしかオリエンテ
ーリング大会に出場しない半分過去の人も、今まで同様お誘い下さい。私の用意する場所はいつでも帰ってきていただける場所です。前日の土
曜は会場の施設内と近接の森でスプリントおよび各種会合を予定しています。短い準備期間ですが、私も力の限り頑張ります。どうか今後とも
よろしくお願い致します。
（・・・ここまで参加募集要項より再掲）
この度は（新生）オリエンテーリングクラブ７人リレーにたくさんのお申込みをいただき誠にありがとうございました。色々資源も時間も限
られた中、力の限り準備してきました。
（この先もすぐに重要な大会の担い手であることは例年以上で、この大会で果ててしまう訳にはいかない
ので、その範囲内でですが・・・）いよいよまたあのリレーの日がもうそこにまで迫ってきています。当日の熱い戦いが今から楽しみでありま
す。色々な今までの負債責任を一人で背負う形になり、こうしたＯＬ界全体で盛り上がれる大会も続けていくことができないかも・・・という
状況があったのは事実ですが、例によって協力者も現れていただき、また学連とも共に歩み直す方向で、前進的な議論ができ、またいつものよ
うにこの 7 人リレー大会を迎えることができることを、皆さんに心から感謝しつつ、また皆さんと一緒に喜びたいと思います。では、日光でお
待ちしています。
クラブ 7 人リレー大会実行委員会 ヤマカワオーエンタープライズ 代表取締役 山川克則

オリエンテーリングは孤独のスポーツ。でも⼀⼈では成⽴しないスポーツ。“仲間”が必要だ。だからこそ「リレー種⽬」は⾯⽩
い。どんな⼈も⾃分なりにベストを尽くして“仲間”とオリエンテーリングを⼼⾏くまで楽しむ“クラブ７⼈リレー”ここに再開。
オリエンテーリングクラブ７⼈リレー⼤会２０１１実施要項
主催：オリエンテーリングクラブ７⼈リレー⼤会２０１１実⾏委員会
主宰：⼭川克則（ヤマカワオーエンタープライズ／Y.M.O.E）
開催⽇：２０１１年１０⽉１⽇〜２⽇（⼟・⽇）

集合場所：栃⽊県⽇光市今市⻘少年スポーツセンター（⽇光市根室 609-1）http://www.tochigi-sports.jp/ts_shisetu100.html
交通：⾃家⽤⾞／⽇光宇都宮道路「⼤沢 IC」より約 3.5km
公共交通／関東バス JR 宇都宮駅－⽇光東照宮線、
「⻘少年スポーツセンター⼊⼝」下⾞、徒歩 2.3km（⽇光杉並⽊街道＝国道
119 号線「⼭⼝」交差点に案内看板あり、バス便はおおむね 1 時間に 1 本です。
）もしくは JR ⽇光線「下野⼤沢」駅より徒歩約
5km）いずれもテープ誘導は⾏いません。東北⽅⾯からは「⽮板 IC」が時間距離では最寄インターになります。ダイヤは各⾃で
お調べ下さい。
案内地図（短縮 URL：http://yj.pn/gZ8L9P）下図の⾍ピンのところです。

会場案内図（駐⾞場位置・スプリント競技レイアウト図を兼ねる）：ベース図は新規作成スプリント地図の⼀部を減⾊したもの

タイムスケジュール
開催日

会場：今市青少年スポーツセンター体育館裏側（陸上競技場側）
スタート
フィニッシュ閉鎖
受付時間

10/1（土） スプリント大会（第２回山スペ）

世界選手権報告会

12:00～随時
15:45～16:00
16:00～16:10
9:00～21:00
16:30～17:50

13:00～14:30
本部テント
本部テント前
大研修室
小研修室Ａ
大研修室

スポーツセンター宿泊受付

16:15～17:00

宿泊棟 1F ロビー

７人リレー受付
７人リレー競技質疑応答
宿泊者オリエンテーション（宿泊者全員出席）
日本学生ＯＬ連盟幹事会

10/2（日） クラブ７人リレー（山メモ）
開会式・競技説明
表彰式・閉会式

12:00～14:00

7:40～8:20

15:30
17:30 のオーダー表提出締切まで

8：50（７人リレー）
9：00（ベテラン）

15：30（予定）

8：:30
14：00 頃

駐車場案内
主催者では２ページ目案内図に示すように、正規の駐車場の他、会場内の２箇所に臨時の
駐車場（Ａ・Ｂ）を用意します。大会申込時に、相乗りに最大限ご協力いただけるよう、出来る
限りの正確さをもって申告いただくようにお願い致しましたが、こちらの想定どおりの申告を
いただき、ご協力大変ありがとうございました。今回は、すべてのクラブ様にお申込み時の
申告どおりの数を割り当てました。当日は駐車場整理の役員は配置しておりませんので、
Ｗｅｂにて案内した「会場駐車許可台数」に基づき、各々整然と駐車して下さい。駐車券は
Ｗｅｂよりダウンロードの上、各自で印刷しクラブ名を明記の上、ダッシュボードの上に外か
ら良く見えるように置いて使用して下さい。駐車券および指定の駐車場所は、それぞれの
参加者数に違いはありますが、１０月１日・２日通しで利用するものです。
【会場正規駐車場（８０台）】道路側の３列分が、オリエンテーリング参加者用の駐車エリア
です。それ以外の、三角エリアや体育館やホッケー場に近い列の駐車場にはとめないで下
さい。当日開催されるホッケーの試合利用者や役員が使用します。会場正規駐車場に割り
当てられた方は、“無余地駐車に協力できる”として申し込まれた方も、決して“無余地駐車”
はしないようにお願いします。どの車も任意の時で出庫できる状態を確保してとめて下さい。
【臨時駐車場Ａ・Ｂについて】
「無余地駐車」でとめていただきます。ここで言う「無余地駐車」とは、右上図に示すように、詰め詰めでとめるが１台は出られる、１台が出れば、その流れでクラ
ブの全車が出ることができる状態のことを言います。臨時駐車場への車でのアクセス、および車を降りてから会場までのアクセスは、案内図の指示に従って、禁
止エリア（競技エリア）に、競技前に入らないようにお願いします。
【その他】 バスで参加される団体の方は、必ず事前に山川までお届け下さい。バスを止める専用の駐車場所を用意します。

保険について
本大会では普通傷害保険（行事参加者の傷害危険担保特約条項付帯） に加入しています。
（引受保険会社: 東京海上日動火災保険株式会社）セイワインシュランス）
保険適用期間 ２０１０年１０月１日～２日
対象 大会会場、及びオリエンテーリング競技中の偶然な事故による大会参加者のケガ （但し、約款等で規定された適用外の事故を除く保険金額）
保険金額 （１名あたり）死亡／後遺障害：４００万円（後遺障害保険金は後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の３％～１００％）)、入院（日額）：４，７００
円、通院（日額）：３，０００円
この傷害保険についての問い合わせ、保険金の請求先は以下の通りです。
東京海上日動火災保険株式会社代理店 セイワインシュランス 担当／青島優

ＴＥＬ：０４８-６４９-５７６１ ＦＡＸ：０４８-６４１-０５９６

Ｅ－Ｍａｉｌ：seiwa0019@coral.ocn.ne.jp
参加者の方は、開催地までの移動時の事故等に備えて、各自で国内旅行保険に加入することをお勧めします。５００円～１０００円程度で各旅行会社、保険会社等
で取り扱っています。

スプリント大会（第２回山スペ）

１０月１日

まずは会場となる、今市青少年スポーツセンターの施設内と近接の森で軽
～く足慣らし、公園部分と森の部分を複合したレースになります。当初、施設
の構造物も利用したトリッキーなレッグも設定する予定でしたが、それは残念
ながら使用許可が下りませんでした。施設内のランニングロード（クロカンコ
ースを含みますので、ある程度のアップダウンもあります）をひたすら走り、周
囲のいかにも日光の山という暗い走行容易もしくは走行可能な植生の森の
中を正確に速く直進するレースになります。使用するシューズも制限はなく、
通常のオリエンテーリングシューズの方が（特に 1 コースの人は）有利です。
少しはヤブ切りもありますので、短パンでの出走はあまりお薦め致しません。
森の中の様子をつかむことに関しては、十二分に翌日のリレーの偵察になる
でしょう。各種競技専用グランド（陸上・サッカー・ホッケー）については、Ｏ－
Ｍａｐでいうところの、「民家の敷地」の表現を使用しており、青黄色テープが
張っていなくても、ここを通行すること（短絡すること）は禁止です。
今回のスプリントは「山スペ（山川特別）仕様にて実施致します。「山スペ」
の概要については、
http://www.orienteering.com/event_info/2011/0219/yamasp_01.pdf
を参照して下さい。チャンピオンに挑戦するタイトル戦（チャンピオンから
みれば防衛戦）になり、今回が第２戦、初代チャンピオンの初防衛戦というこ
とになります。男女の最高クラスのチャンピオン（小林遼君、渡辺円香さん）
は参加費無料で招待され、全員の今日の成績が掲示されたあと、衆人環視
の中で出走し、タイトル防衛めざして疾走します。
山スペはブランド戦であり、タイトル戦です。山川が直接地図や運営に関
わらないスプリント大会でも、「山スペ」という大会名を関することができます
し、山川が出場することもあり得ます。詳しくはお問合せ下さい。

◆会場・更衣室
更衣室は体育館内です。基本的に荷物などは体育館に置いて下さい。要
項置き場なども体育館内の入口近くを利用して下さい。図に示されたエリア
では、適宜シートで陣取ることも可能です。テント等の設営はできません。簡
易タープ等に限り、陸上競技場周囲の指定の範囲で設営することができます。
体育館北側の円形の広場では、タープも設営禁止、シートのみ使用できます。
いずれにしても雨天の場合などは体育館に荷物を置くことになります。男女更
衣室、トイレは体育館のものを使用してください。
大会本部は、体育館の裏側にありますが、フィニッシュテントと同じ位置に
なります。

◆競技形式・通過証明方式・優勝設定時間・競技時間
ポイントオリエンテーリング。スプリント種目。位置説明はＩＯＦ記号。Ｅｍｉｔ
社のｅ－ｃａｒｄ使用、マイｃａｒｄ使用可能。優勝設定時間は、各クラスとも15分
程度。競技時間は１時間。

◆受付

併せてクラブ７人リレー受付も随時行っています

事前申込みの方の配布物は基本的にセルフサービスでピックアップして
いく方式となります（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）。過不足金などで特段の用件のある方のみ、個別に本部にて対応致
します。
ｅ－ｃａｒｄの“クラブ７人リレーレンタル分流用”で申し込まれた方は、クラブ７
人リレー受付をスプリントレース前に済ませて、必要物を受け取っておくよう
にして下さい。該当のｅ－ｃａｒｄには、カードの背中側に貼った白色幅広のシ
ールに、スプリント及びクラブ７人リレーの、ＩＤが記載されています。バック
アップラベルは、本部に置いておきますので、各自でピックアップして下さい。
クラブ７人リレー用の受付封筒の中に入っているバックアップラベルは、リレ
ー用のものですので、スプリントでは使わないようにして下さい。スプリント
競技においては、必ず指定されたものを使用して競技を行って下さい。

◆当日参加（受付時間／12:00～14:00）
すべてのクラスで、当日参加を受け入れます。急に参加したくなった方、明
日のリレーに備えての偵察目的の方も大歓迎です。事前参加の５００円増し
で参加できます。当日参加希望の方は、会場備え付けの所定の用紙に必要
事項を記入して、参加費（必要額は用紙内でご案内しています）とともに、受
付に持参下さい。スタート時刻を指定し、半券をお渡しします。この半券は、
必ずスタート地区まで携行し、スタート役員にお渡し下さい、半券がないとス
タートできません。忘れた方は遅刻スタートということで、取りに戻っていただ
きますので、ご注意下さい。当日参加者は事前参加のスタートが終わってか
ら、というのがよくあるスタイルですが、今回は、事前参加者は１分おきのタイ
ムスタート、当日参加者はその間の秒が３０秒のところで、空いている好きな
時刻にスタートできるシステムになります。たぶん、長い時間お待たせするこ
とは無いと考えています。当日申込者に対し、スタート役員一人が専従で対
応を行います。（但し、１３：００～１３：１５までは、当日申込者の出走枠は無く、
１コース参加の事前申込者が30秒おきにスタートします）

◆公式掲示板
当日までに生じた変更、重要なお知らせなどは、本部横の「公式掲示板」で
ご案内致します。必ず出走前に内容をご確認下さい。

◆コース設定者
山川克則
◆地図
「今市青少年スポーツセンター」 Ａ４変形判、ＪＳＳＯＭ２００７
縮尺 １：４，０００ 等高線間隔 ２．５ｍ ０．０８ｍｍポリ袋密封済
走行可能度 ４段階＋通行禁止の緑の５段階表示
自分のコースの地図はスタート後に各自でピックアップする自己責任方式
です。（ヨーロッパのクラブ大会では通常の方式）

◆クラス・コース距離（予定）
１コース Ｍ２１ ３ｋｍ ↑１１０ｍ
２コース Ｍ３５， Ｍ２０ ２．８ｋｍ １００ｍより少ない(以下同)
３コース Ｗ２１，Ｗ２０，Ｗ３５，Ｍ５０，Ｍ１８，Ｈｅａｖｙ ２．７ｋｍ
４コース Ｗ５０，Ｗ６５，Ｍ１５，Ｍ１２，Ｍ６５，Ｍ７５，Ｗ１２，Ｗ１５，Ｗ１８
チャレンジ
２．１ｋｍ
◆スタート

位置関係は案内図を見てください

スタートまでは体育館の外の角、本部とは反対側の森の中になります。スタ
ート後、スタートフラッグまでは、陸上競技場周囲のノリ面を赤白テープ誘導
になります。
スタートではまず枠入口にある試験用起動ユニットで、ｅ－ｃａｒｄの動作確
認を行って下さい。赤いランプが点滅すればＯＫです。万一動作していないカ
ードがありましたら役員に申し出下さい。予備のカードと交換致します。
３分前になったら枠に入ります。その後役員の出走チェックを受け３０秒ごと
に前の枠に進みます。10秒前くらいに、ｅ－ｃａｒｄをスタートユニットに装着しま
す。スタートチャイマーの音が鳴ったら同時にｅ－ｃａｒｄをユニットから離脱し
ます。そして、自分が走るコースの地図を自分で取りに行きます。
当日参加の方は、受付でもらった半券を必ずスタートまで携行し、スタート
役員にお渡し下さい。半券を携行しない場合、スタートできません。忘れた方
は遅刻覚悟で会場まで取りに戻ってもらいますのでご注意下さい。当日申込
みの方は専用のレーンになり、当日申込専従の役員が対応します。スタート
時刻は＊：＊：３０になります。自分のコース地図を自分でピックアップする方式
は事前申込み者と同じです。
遅刻スタートの方は、その旨を役員に伝え、指示に従って下さい。

◆競技
コントロールは指定された順番に回ってください。
通過証明は、ｅ－ｃａｒｄをユニットにしっかりとはめ込んで下さい。
使用するシューズに制限はありません。

◆フィニッシュ
最終コントロールからは、赤白テープ誘導に従って下さい。
フィニッシュは、パンチングフィニッシュ方式です。フィニッシュに置かれた
ユニットにｃａｒｄをはめ込んだ時刻がフィニッシュ時刻となります。
フィニッシュ後、順番を崩すことなく、ｃａｒｄ記録の読取りを行います。順序
良く速やかにお進み下さい
失格と判定された方には、失格が確認できる資料をお渡しします。その上
で、不審点・疑問がある場合のみクレーム申告を行って下さい。
フィニッシュ閉鎖時刻は１５：３０です。また各人の競技時間は１時間です。
レース途中であっても、競技時間を超えそうになったら直ちにフィニッシュ
に向かって下さい。また、棄権する場合も、必ずフィニッシュは通過して下さ
い。帰還確認がないと、行方不明者となり、大変な負担が運営側にも参加す
る方にも生ずることになります。
フィニッシュでは地図は回収しません。未スタートの人には地図を見せない
ようにお願いします。
スプリントのみでレンタルされたｅ－ｃａｒｄは、フィニッシュで回収致します。
（黄色のＩＤシール）

◆速報
速報は一覧表形式で掲示するほか、迅速にラップセンターにアップロード
し、携帯でネットアクセスして情報が取得できるように努めます。

◆表彰
各クラス３位までに入った方には、山スペ特製の缶バッジを進呈致します。
また最高クラスのチャンピオンになった方は次回大会に無料招待され、チャ
ンピオンとしての挑戦をうけていただきます。

◆地図販売（全コントロール図、コース図）、その他の販売物（コ
ンパスなど）

随時行います。
各クラブからのインフォメーションの機会・場所なども提供します。

ＭＴＢ－Ｏ体験会について
大会期間中、その日の競技に支障のない範囲で、「ＭＴＢ－Ｏ」体験会を挙

◆キッズＯ
小さなお子様用、観戦の家族連れ様用に、簡単で気軽に楽しめる１ｋｍ未満
のコースを用意します。参加費２００円・当日申込のみ（お子様には参加賞が
あります）。キッズＯは２日間とも行います。（コースも変えます）

各種会合・受付（リレー・宿泊）

行いたします。（主催：ＭＴＢ－Ｏ ＪＡＰＡＮ ナショナルチーム） この機会に
いかがでしょうか？

１０月１日

１．

日本学生オリエンテーリング連盟幹事会が、本会場で朝から夜間まで
行われています。彼らは会議を中断して１４：００過ぎに山スペに出場しま
す。

２．

クラブ７人リレーの受付は、１日１２：００より随時行っています（日曜当日
朝の受付でも参加は可能です）。クラブ７人リレーでレンタルする
ｅ－ｃａｒｄを、マイカードとしてスプリント競技に使用する方は、必ずス
プリントのレース前に７人リレーの受付を行ってください（クラブ単位）

３．

世界選手権報告会を、スプリント競技のフィニッシュ閉鎖、表彰、リレー
の競技説明・質疑応答（１５：４５～）の後、場所を大研修室に移動して行
います。参加費は無料です。（下記に詳細案内：ＪＯＡ強化委員会）

４．

会場施設への宿泊受付（集金）は、土曜の一連の競技プログラム終了
後、場所を、宿泊棟ロビーに移して１６：１５～１７：００で団体ごとに行いま
す。個人単位および一部のみの受付は行いません。また、それに先がけ
て１６：００～１６：１０で、世界選手権報告会が開催される部屋（大研修
室）にて宿泊オリエンテーションを行います。宿泊者は原則全員参加と
なります。（宿泊団体には別途詳細な“宿泊ブリテン”を送付していま
す。） 本部受付とは別働でこの時間、宿泊に関して対応しています。
（担当：寺嶋・山川郁）

会場の陸上競技場と体育館を望む

クラブ７人リレー受付
１０月１日

１２時～１７時３０分

エントリー時の申込み単位ごとにまとめて封筒に入れて必要物を配布しま
す。封筒に入っているものは、以下の通りです。
・ ナンバーカード（１枚。体の前面につけて下さい）
・ クラブ７人リレー用にレンタルしたｅ－ｃａｒｄ（前日スプリントレース
に流用分含む＝スプリントでは必ず指定のカードをお使い下さい）
・ クラブ７人リレー用バックアップラベル（スプリント前に受け付けて
もスプリント競技でこのバックアップラベルを使用しないこと）
・ オーダー表（一応入れておきますが、事前にｗｅｂから落として印刷
して用意しておくことを強くお薦めしておきます）
ナンバーカードをとめる安全ピンは、参加者側でご用意下さい。（若干数は
受付でも販売します。1人用￥５０）
また、１日午後１５：４５山スペ終了後（チャンピオンの競技および表彰）１５：
４５より、本部テント前にてテクニカルミーティングに類するものとして、若干
の質問にお答えする機会を設けます。出席は義務ではありませんが、出てお
いた方が有利な情報が得られることにはなるでしょう。

◆オーダー表の提出
10/1-2 に⽇光で⾏われるクラブ 7 ⼈リレーの際に会場をお借りし
て、以下のように各競技の世界選⼿権報告会をまとめて開催する予定
です。
ご声援頂いている皆様へのご報告の場とさせて頂きますので、是⾮お
気軽に⾜を運んで頂けますよう、よろしくお願いいたします。
【⽇本オリエンテーリング協会強化委員会】
⽇時：

10 ⽉ 1 ⽇(⼟)

16:30〜17:50 （7 ⼈リレーの
質疑応答の後）

場所：

会場内の⼤研修室（最⼤ 150 ⼈程度）

内容：

トレイル O、スキーO、MTB-O、JWOC、WOC の
報告会

タイムスケジュ
ール：

冒頭 村越専務理事挨拶
16:30〜16:40 トレイル O
16:45〜16:55 スキーO
17:00〜17:10 MTBO
17:15〜17:25 JWOC
17:30〜17:40 WOC
間の 5 分は質疑応答の予定。

※資料の準備の都合上、事前に参加予定の決まっている⽅は、以下に
メールにて⼀報頂けると助かります。なお、特に強制するものではあ
りません。尚、参加費は無料です。
kyouka orienteer.jp
＝アットマーク

【書式／紙による提出】
本冊子の巻末にある書式を使用して、１日１７：３０までに本部に提出して下
さい。書式は本部にも用意しておきます。
【メールによる提出】
以下の書式に従って、ＰＣ・及び携帯より１日２０：００までに送付下さい。サ
ンプルとなるひな形ファイルをｗｅｂの方にも用意しておきますので、それを事
前にダウンロードして準備しておくことをお薦めします。
送り先：rmo-s.yamakawa●nifty.com
●＝atmark
件名：（チームＮｏ．）（クラス）オーダー提出
----------（チーム No.）,正規 orOPEN, 特別表彰
（走順半角）,（氏名）,（年齢半角）,（性別）
すべての走順を書いてください。
各項目は半角コンマで区切ってください。
前日会場に居ないチームは午後８時までにテキスト書式でメール送信
【例】
件名：000 クラブ７人リレー CC オーダー表提出
----------000,正規,over300
1, 駒ヶ根早太郎,99,男
2, 中割美森,20,女
3, 光前寺舞路,65,女
4, 越百克人,32,男
5, 赤穂 歩,15,女
6, 伊那朗面,37,男
7, 宝剣直人,25,男
-----------

クラブ７人リレー（山川メモリアル）

１０月２日

クラブ７人リレー2011 日光 最終オーダー登録用紙(紙提出用）

チーム No.
チーム名
クラブ 7 人リレー

参加クラス

生年月日はエント
リーの時に名前を
届けなかった方の
場合にお書き下さ
い

or ベテランリレー
参加形態

正規 or オープン

特別表彰対象
走 順

over300 or young
氏

名

年

齢

性 別

生年月日（西暦）

1走

男 ・ 女

年

月

日

2走

男 ・ 女

年

月

日

3走

男 ・ 女

年

月

日

4走

男 ・ 女

年

月

日

5走

男 ・ 女

年

月

日

6走

男 ・ 女

年

月

日

7走

男 ・ 女

年

月

日

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１０月１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。メール（ＰＣ or 携帯）での提出締切は２０：００です。別項で述べる所定のフォーマ
ットに従って提出して下さい。
正規チーム扱いの当日朝になってのメンバー変更は、８：３０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。メンバーのやりくりなどで、スタート後にメンバー変更する場合も必ずこの届けを本部ま

で提出して下さい。（この場合は、オープン扱いになります。）
（事情書）

役員受時刻

署名

年１回のクラブ競技の祭典。初心に帰り、どんな年齢層の方にも楽し
んでもらえるよう、ある年齢層の選手を抱えるクラブに偏って有利にな
ることのないよう、レギュレーションを見直しました、開始当時の頃よ
りオリエンティアの高齢化も進んでいますので、活動的な層も変わって
きています、そうではあっても高齢者や女性の方も仲間に入れて楽しん
でいただくルールにアジャストしました。最初の理念に戻って、現状の
年齢層に対応し直したルールと言えます。（それでもチームが組めない
例のために超特例的ルールも設定しています。）チーム編成に当たって
は主旨を汲んでいただき、ルールの運用をお願いします。オリエンテー
リングの仲間の輪をこの大会を通して、より大きいものにして下さい。
・・・・と要項に書きましたが、今回の改訂で特にベテランクラスでは
様相が変わってきたようです。まだ、クラブカップ最終回と謳った昨年
および一昨年は、学生クラブの強力チームももっとあったのですが、今
年はオープン参加の様相をみますと、それぞれに楽しみ方を参加者自身
の方でも色々と模索しているようにも思えます。いずれにしても、どん
な楽しみ方でも提供できるよう、主催者は今後も頑張ってゆきます。今
回は、色々私自身が経営とか財務とか時間とか、という点で社会の荒波
に飲まれた中での無理しての開催ですので、テレインは非常に狭いです。
しかし、その分は日光の標準テレイン（日本最高質の通行可能度）とい
うことと、会場レイアウトで応援も盛り上がる、ということでカバーし、
限られた資源の中の開催であるということでお許しいただきたいと思い
ます。日光の暗い森の中での直進中心のスリリングなオリエンテーリン
グをがっつりと楽しんでいってください。

◆ タイムテーブル
※前日の所定の時刻までに必ずオーダー表を提出して下さい。
（紙では１７：３０まで、メール／ＰＣ・携帯は２０：００まで）
７：４０
７：５０～８：２０
８：３０

開場
受付（なるべく前日のうちに済ませて下さい）
当日変更のメンバー提出〆切（事情書添付）
開会式及び競技説明
地図封筒配布
８：５０
クラブカップクラススタート
９：００
ベテランカップクラススタート
１０：００頃～フィニッシュ閉鎖まで
キッズＯ
１２：００頃
ベテランカップクラス優勝チーム確定
１２：３０頃
第１次リスタート（５走までの未出走者）
１３：００頃
クラブカップクラス優勝チーム確定
１３：３０頃
第２次リスタート（６走・７走の未出走者）
１４：００頃
表彰式・閉会式
１５：３０頃
競技終了（フィニッシュ閉鎖）
※当日の天候、競技の進行状況によって、タイムテーブルが変更になる
場合があります。その場合には放送などで案内しますので、チーム内で注
意しあっていて下さい。

◆クラス・競技形式
☆クラブ７人リレークラス
７人１チームのポイントＯＬによる男女ミックスリレー

☆ベテランリレークラス
４人１チームのポイントＯＬによるリレー

◆コース設定者
山川克則
◆地図
「⽇光根室（今市⻘少年スポーツセンター）
」
耐水密封済み、ＪＳＯＭ２００７
縮尺 １：７，５００（全走順）／要項と変更になりました。
等高線間隔 ５ｍ 走行可能度 ４段階表示 Ｂ５もしくはＡ４サイズ
一部走順の地図は、２マップになります。どの走順が２マップになるかは、最終的
には前日に発表しますが、現状３走と７走を予定しています。２マップといっても２枚
地図が渡されるわけではなく、１枚の地図に２面付けで印刷されており、中途走って
いる最中に、地図を読み替える方式です。少なくとも２コントロールおよびその間の
レッグは２枚両方の地図に表示されるようにします。
７，５００分の１地図は、単に１０，０００分の１地図を相応に拡大したもので、地図
表記としての基準はＪＳＯＭ２００７に基づく、同じものです。

◆会場
開場は７：４０です。更衣室は体育館内です。基本的に荷物などは体育館に
置いて下さい。要項置き場なども体育館内の入口近くを利用して下さい。図
に示されたエリアでは、適宜シートで陣取ることも可能です。テント等の設営
はできません。簡易タープ等に限り、陸上競技場周囲の指定の範囲で設営す

ることができます。体育館北側の円形の広場では、タープも設営禁止、シート
のみ使用できます。いずれにしても雨天の場合などは体育館に荷物を置くこ
とになります。男女更衣室、トイレは体育館のものを使用してください。
大会本部は、体育館の裏側にありますが、フィニッシュテントと同じ位置に
なります。

◆受付
当日の受付時間帯は７：５０から８：２０までです。受付での配布物の内容は
５ページ目を見てください、なるべく前日のうちに受付を済ませておくようにお
願いします。
当日になってのメンバー変更提出は、正規チーム対象となるのが、８：３０
を〆切とします。また、メンバーのやりくりなどで、レース中にメンバー変更を
行う場合も必ず、変更届は提出して下さい。（オープン扱いとなりますが、後
処理に大きな支障が生じますので、変更用紙は、必ず提出して下さい）

◆ 地図配布受付（半セルフサービス）
（全日本リレー２０１１長野と同じ新方式を導入しますので、この場で慣れて
おいて下さい。）
リレー地図配布方法については、どこのリレー大会でも、人力や資材をか
なり要する部分であり、工夫のしどころでもあるのですが、本年長野県で行わ
れる全日本リレー（選手権）において、競技の公正さを担保した上で、ダウン
サイジングした運営手法を考えたので、この方法でも競技的に問題ないこと
を広報・周知するためにも、７人リレー大会から導入して欲しいという要請を
受けました。なので、周知を図り、実例を増やすためにもこの方法を採用する
ことにしました。（そもそも７人リレーで採用していた方法を、競技規則的に公
正さの点においてクリアできるだろうか、と言う観点から工夫した方式です。）
８：３０になりましたら、本部テントチェンジオーバーゾーン入口付近にて、
チームごとにまとめて競技地図を封入した封筒をお渡しします（セルフサービ
スによるお渡しとなります）。競技地図はまずは耐水加工用に厚手ポリ袋で密
封されたあと二つ折りにされ、内容が見えないようにさらに半透明の薄い袋
にて、２重に密封されています。スタート準備する段になったら、各自で２重に
密封されたまま地図を携行し、チェンジオーバー後に皆の看視のある場所で
薄い半透明袋を破いて、所定のゴミ箱に捨ててスタートしていくことで、競技
を開始します。
（但し、１走一斉スタートの際は、役員が回収しますので、その場に捨てていっ
てもらって構いません）

◆ナンバーカード
一人１枚です。体の前面につけてください。安全ピンは各自でご用意下さ
い。（若干数は受付でも販売します。1人用￥５０）
番号は４桁で、そのプロフィールは以下のようになっております。
上３桁・・・チームナンバー、 下１桁・・・走順
００１～０６３・・・正規チーム（クラブカップ最終回順位反映）
１０１～１３２・・・正規チーム（クラブカップ最終回順位なし）
２０１～２４７・・・７人クラブリレーオープン参加チーム
５０２～５１２・・・ベテランリレー正規チーム（同上順位反映）
５５１～５５３・・・ベテランリレー正規チーム（同上順位なし）
６０１～６１４・・・ベテランリレーオープン参加チーム

◆ｅ－ｃａｒｄ
リレー競技のｅ－ｃａｒｄに関しては、フィニッシュ後ビブナンバーを入力する
方式で行いますので、誰がどのｅ－ｃａｒｄを使っても構いません。リスタートの
ことの考えると、チームできちんと継走するためには、３枚のカードが必要で
す。７人リレー競技においてはレンタルｅ－ｃａｒｄのフィニッシュでの回収は致
しません。申込み単位ごとに、受付でお渡しした封筒に入れてまとめて本部ま
で返却して下さい。（スプリント流用は、幅広の白色ＩＤシール、リレー専用レ
ンタルには青色のＩＤシールがカードの背に貼り付けてあります）
（※前日のスプリント競技のみでレンタルしたカードは一旦お返し頂きます。）

◆公式掲示板
当日直前までに生じた変更、重要なお知らせなどは、公式掲示板でご案内
致します。各自で必ずご確認下さい。また、重要な情報に関しましては、出来
るだけ早くｗｅｂの方でもご案内していきます。大会直前はマメにチェックする
ようお願いします。

◆当日参加
クラブ７人リレーでは当日参加はありません。前々日までに何らかの形で
問合先まで連絡をいただければ、チーム作成には最大限善処致します。また
当日はオープン扱いになりますが、スタート後のメンバー変更も可能です。メ
ンバーのやりくりで１人何回も走る例がここ数年頻発していますので、会場に
来てもらえば、走れないということは、まず無いかと思います。

◆競技の流れ
◇スタート
クラブ７人リレー ８：５０ ベテランリレー ９：００
スタート１０分前になりましたら、各チームの第１走者はナンバーカードを体
の前面に着用し、ｅ－ｃａｒｄの動作確認を済ませ、自分の使用地図を持ってス
タート地点（体育館玄関裏側）に集合して下さい。番号順に横７人ずつ整列し
て下さい。
ｅ－ｃａｒｄが無い人、ナンバーカードを着用していない人はスタートできませ
ん。また、バックアップラベルは各自で装着して下さい。
競技地図は半分に折った状態でさらに薄い半透明の袋で固定しています。
この薄い袋を破いて地図を開くのは、スタートの合図後になります。
会場からスタートフラッグまでは赤白テープ誘導で１００ｍです。地図上の
△の中心が、スタートフラッグの位置になります。（図参照）
◇競技
コントロールは指定された順番に回ってください。
通過証明記録は、ｅ－ｃａｒｄをユニットにしっかりとはめ込んで下さい。
使用するシューズに制限はありません。
１走の1番・２番コントロール他、競技者が集中するコントロールには、ユニ
ットが複数設置されています。
今回は競技途中に体育館正面玄関前および体育館北側の広場などを通
過するのスペクテーターズゾーンが存在します。赤白のテープ誘導となりま
す。このゾーン後半の陸上競技場周囲のノリ面以外は、観戦者の動線とも、
かちあう部分となります（図参照）。かちあう部分では、誘導も地面についてい
ます。競技中のランナーの支障となることの無いよう、観戦者は十分にご配
慮下さい。まだこの区間において、チームの仲間から給水などの援助を得る
ことも認めます。テレイン内給水所は設置していません。
一度スタートした競技者は、レース中のアクシデントなどで棄権する場合も
必ずフィニッシュを通過して、ｅ－ｃａｒｄの読み取り作業を行ってください。会場
まで行き着くことができない事情が生じた場合は、他の競技者に何らかの方
法で情報が本部に伝わるようにお願いします。無連絡の場合は、行方不明者
となり、大変な負担が運営側にも参加する方にも生ずることになります。
◇チェンジオーバーとｅ－ｃａｒｄの読取
ラストコントロールからは図のような誘導に従って下さい。
次走者は前走者が会場内のスペクテーターズゾーンを通過したら出走準
備をして下さい。出走準備とは、自分の走順のナンバーカードを体の前面に
着用し、朝配布された地図封筒から自分の使用地図をピックアップし、待機
枠入口のｅ－ｃａｒｄ起動ユニットにバックアップラベル装着済みのカードをは
めて起動確認し、チェンジオーバーに備えることです。起動確認時にカード
の不具合があった場合は直ちにその旨を役員に申し出て、その指示に従って
下さい。また、カードの起動処置をしないまま出走しますと、折角の記録がカ
ードに残らず失格となることもありますので、くれぐれもご注意下さい。
チェンジオーバーは、前走者が次走者の体のどこかにタッチすることで成
立します。地図はチェンジオーバーの後開いて見て下さい
前走者は、チェンジオーバー後順序を崩さず、e-card読取場所までお進
み下さい。失格と判定された方には、失格が確認できる資料をお渡しします。
その上で、不審点・疑問がある場合のみクレーム申告を行って下さい。
競技使用済の地図は回収致しません。これから競技を行う人には見せない
ようにお願いします。
◇リススタート（繰上げスタート）とフィニッシュ閉鎖
１次リスタート １２：３０頃（対象：５走までの未出走者）
２次リスタート １３：３０頃（対象：６走・７走の未出走者）
リスタートは、当日の競技の進行状況によって、変更されることが大いにあ
り得ます。会場でのインフォメーションにご注意下さい。リスタート１０分前に
は、待機枠に対象者は出走の準備をして集合するようにして下さい。リスター
トにかかっても、各走者が失格なしで完走している限り、チームとしては完走
扱いになり、所要タイムの合算で順位を決します。
フィニッシュ閉鎖は１５：３０です（予定）。リスタートにかかった競技者も最
低限１００分の競技可能時間を確保することを担保できるよう競技運営を致し
ます。
フィニッシュ閉鎖時刻までに戻ってこない競技者がいた場合は、チームの責
任において本部まで届けるようにして下さい。本大会では、未帰還者の確認
はチームの責任範囲として扱います。

◆各走区の概要

まだ調査中のためコメントは暫定、詳細は前日ミーティン

グにて。

１／２走（３０分）
難度的にはインカレＷＥもしくはやや難しい程度、日光の森の中をひたす
ら直進して高速オリエンテーリングを堪能していただきます。会場周りの森を
２周します。森の中では短い正確な直進アタックがしつこく問われることにな
るでしょう。走行容易といっても、森の中はかなり暗くて、しかも適度に見通し
を遮る軽度のヤブや倒木地帯が存在し、等高線情報の無い区間も多いので、
本当に“方向走”としての“キレ”が必要だと思います。アップが少ない（全く無

い区間もある）分、距離は４ｋｍ前後になると思いますが、速くて“キレ”のある
ランナーは３０分を切るのはいうに及ばず、２５分近いタイムもたたき出すこと
は、可能だと主催者は考えています。

３走（３５分）
例年通り、簡単で長いコースを提供します。会場周辺の森の中はクロスカ
ントリーコースが整備されています。そのクロカンコースを延々と走るか、あ
るいはショートカットするかどうか、そういうルートチョイスのあるコースにな
ると思います。それとこの走順では、“山頂”に行かされると多くの方が想定し
ていると思いますが、実際その通りです。日光市街地からかなり下ったところ
にあるこんなテレインでも、ひとたび山頂に立てば、日光連山のパノラマ景
色を楽しむことができます。

４走（２５分）
より多くの方が楽しめるように、１・２走よりは、かなり簡単なコースにしたい
と思います。それでも森の中の直進はありますので、準備をしておいて下さい
ね。

５走（２０分）
コースの半分は４走とリレーのバリエーションを構成しますが、５走独自の
部分は、４走よりさらに簡単なコースにして、オリエンテーリングを始めて1
年目の人や、かなりの高齢者の方でもチームの一員を構成できるように配慮
します。森の中に入るといっても、常にスポーツセンターのオープンが近くに
認識できている状況下でのレースになると思いますので、リレーに自信のな
い方も、この走区でチャレンジして、リレー競技の面白さを堪能していって欲
しいと思います。

６走（３５分）
難易度に手加減ないのは１／２走と同じだが、若干長くなりその部分では、
よりナビゲーションセンスが問われるコースとなるでしょう。その部分ではシ
ョートレッグがしつこいほどに多用されることになるでしょう。

７走（４５－５０分）
テレインの全域を使用し、問うことのできるすべての課題を盛り込んで、エ
ース対決にふさわしいコースを用意します。しかし、要項に記載した“登距離
も他の走順よりも圧倒的に増える、と予想されます”のくだりは全面的に撤回
することになりました（済みません）。どの走順でも、平地林でのオリエンテー
リングになります。そしてきちんと正しいオリエンテーリングをしている限りに
おいては、一度も車の通行のある道路に出ない、地元の人にも合わない、た
だひたすらに直進している、今回はこんなコースになると思います。
はい、コースの肝になる森の中の部分は実はこれから木曜までに完成させます。色々な
都合や他の重要プロジェクトなどもあって、今月前半にはまだＧＰＳやっていたのですから。
でもプログラムできちんとした案内をまず出すことが優先。テレインが狭くなっても全員が
使用する本当に面白い部分をきちんと調査して提供することが次に今回の優先、というこ
とで進めました。「日光和泉」での経験のように、また学生セレクションなどを誘致して、この
テレインの完成形を目指したいと存じます。

☆ベテランリレーは、クラブカップの１，２，５，４走（この順で）を採用。
（３走が特に短いコースになります）

◆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。正規か否かは自己申告を基本とします。
【制限選手Ａ】ア：５５歳以上男性 イ：１５歳以下男性
【制限選手Ｂ】ア：４５歳以上男性 イ：１８歳以下男性
【制限選手Ｃ】４０歳以上男性
【制限選手Ｄ】学生クラブの新入生
★共通
１．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。
１8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くださ
い。
２．当日の朝、クラブ７人リレークラススタート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
が急に来られなくなった」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（ケガで２回目の出走
ができなくなった等）は、全てオープン記録扱いとなります。
３．申込時に正規基準を満たしていなくても、仮メンバーで正規チームとしてエントリ
ーすることは可能です。事前申告がオープンチームの場合、前日もしくは当日に正
規チームへ変更することができません。
４．１チームにつき１名（クラブ７人リレー・ベテラン問わず）クラブ外からの「補強選
手」を加えることができます。但し、「補強選手」は、事前に登録された（エントリーリス
トに名前がある）選手のみ起用できるものとします。（走順の縛りはありません）
５．申込期限、様式は必ず守って下さい。
６．年齢は２０１２年３月３１日現在の満年齢とします。
７．その他不明点はお問合せ下さい。
★クラブ７人リレークラス
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。但し★共通の第４項に合致する場合はこの限り
ではない。 （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。
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、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。
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 「5-2」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】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、構成員に関する制限を一切設けない。
★ベテランリレークラス
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。
３．構成員のうち１名以上が５０歳以上女性もしくは６５歳以上男性であること。
４．構成員のうち３名以上が４０歳以上女性、もしくは５０歳以上男性であり、年齢ポイ
ントが２００以上であること。かつ、構成員全員が３０歳以上であること

◆速報・成績表
◇速報
一覧表形式の速報を随時掲示します。また、放送で戦況を実況します。
フィニッシュ閉鎖後、すみやかに結果をラップセンターにアップロード
します。
◇成績表
大会終了後、できるだけ速やかに、web上にて最終の確定成績を発表し
ます。

◆地図販売、その他の販売物（コンパスなど）
随時行います。

◆各クラブからのインフォメーション

今後の⼤会を控えた各クラブや各団体の案内などは、体育館⼊⼝付
近を利⽤して下さい。また、随時空き時間などに案内放送できる機会
も設けますので、積極的にご活⽤下さい。

◆表彰 カップ新調しました。祝勝会で役に立つオーソドックスタイプ。
◇クラブ７人リレークラス
上位６位までの正規チームを表彰します。

◎特別表彰（正規チームに該当する下記５チームを表彰します）
・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

・ヤングチャンピオン
年齢ポイントが１５０（女性加算無し）を下回るチームまたは、学生・生徒のみ編成
されたチームの上位３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

◇ベテランリレークラス
上位３位までの正規チームを表彰

◎特別表彰
・年齢以外の正規規定を満たすチームで一番成績の良かったチーム
※「年齢ポイント」とは、チーム全員の２０１２年３月３１日現在の満年齢（女性は＋１
０）の合計。但し、「ヤングチャンピオン」では女性の＋１０の加算無し。

キッズオリエンテーリング

１０月１・２日

１０月１・２日とも小さなお子様用、観戦の家族連れ様用に、簡単で気軽に楽し
める１ｋｍ未満のコースを用意します。参加費２００円・当日申込のみ（お子様
には参加賞があります）。コースは各日ごとに違うものを用意しますので、２日
間両方とも楽しむことができます。

=====================================================================================================================================

問い合わせ
⼭川克則 rmo-s.yamakawa●nifty.com もしくは 090-8041-4673
なるべく電⼦メールを使⽤して下さい。

旧マップの公開について
本要項（ｖｅｒ．１不完全版）の発行と同時に、１９８４年製の旧Ｏ－ＭＡＰをｗｅｂ上で公開しています。

その他の注意事項
★使用する靴には、２日間スプリント・リレー競技通して、特に制限はありません。
★今回の大会では競技控え所は基本的には体育館内になります。女性の更衣室も体育館内に用意します。応援部分では、シートを敷いたり、タープテントやイ
ベントテントなどの開放型の簡易テントのみ設営が可能で、ペグの使用もあまり大きくないものに限ります。（一般的なキャンプ用品ならＯＫ、学校テントなどを固
定する鉄杭タイプのものは使用できません。）陸上競技場を会場としていますが、トラックおよびトラックの内側のフィールドは立入禁止で、外側周囲の法面およ
び付近の広場などを会場として使用します。
★基本的には、雨天でも開催しますが、台風や落雷、局地的な集中豪雨など、参加者の安全確保が保証されないと判断される時には大会を中止致します。その
際には、参加費の返還は行いませんので、予めご了解下さい。

クラブ広告
OC⊿下野 (ﾃﾞﾙﾀｼﾓﾂｹ）
代表者：荻田 育徳
連絡先：ss4y-ogt●asahi-net.or.jp
・栃木で一番若いクラブです。
・地元栃木に活動拠点を持ちませんか、新入会員歓
迎！

Ｏ Ｌ Ｐ 兵庫
代表者：城森 博幸
２ 年前の７ 人リレーは、準優勝でしたが、昨年は入
賞を狙うメンバーが揃わず、over300 表彰だけでした。
今年もメンバー集めに苦労していますが、当日までに
はメンバーを揃え、over300 の連覇を目指して頑張り
たい
と思います。新入会員募集中です。来年、５ 月５ 日の
。

上尾 OL クラブ
代表者：高村 卓
連絡先：BYD05743●nifty.ne.jp
上尾と言えば、ナイトＯ と言われるように！ パークＯ も
頑張っています。
大きく手を広げ、新人さん募集中

春日部オリエンテーリングクラブ（春日部 OLC）
代表者：井上稔雄
連絡先：masarun■v006.vaio.ne.jp (事務局・中山勝）
）
埼玉県東部の地域クラブです。年齢に関係なく一緒に
楽しんでいただける方を常時募集しております。
会場等でクラブ員に声をお掛けください。今年も完走を
目指して楽しみます。
この冬（2012 年１ 月１ ５ 日予定）に関東パーク O ツ
アーを計画中です。是非ご参加お待ちしています。

京都大学オリエンテーリングクラブ

横浜オリエンテーリングクラブ

11 月 27 日（日） 三重県伊賀市・青山高原におい
て第 16 回京大・京女大大会を開催します。
植生リメイクマップにて開催いたします。ぜひご参加
ください！ ！
また、7 人リレーにて会場申し込みを行っております。
皆さまのご参加をお待ちしております。
（大会 HP）
：http://kuolc.dip.jp/kucomp16/index.html

代表者 五十嵐 則仁
連絡先 hama-ren■freeml.com（■＝＠）
ウェブサイト
http://homepage2.nifty.com/YokohamaOrienteering/
練習会、大会主催を中心に活動を行っています。
新入会員は随時募集しています。興味ある方はお気軽
に連絡ください

広島ＯＬＣ

みちの会

代表者：下江貴博
連絡先：mitool●ms3.megaegg.ne.jp
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ：http://www.megaegg.ne.jp/~hiroshimaolc/
来年は全日本大会と 7 人リレー広島です。どうぞお越
しください。
広島出身の学生の方，近県に就職した方，新入会員募
集中です！

代表者：児玉光司
連絡先：michinokai●orienteering.com
ウェブサイト：
http://www.orienteering.com/~michi/index.html
ロゲイン、トレラン、MTB などオリエン以外にも多彩な活
動してます。 前回大会覇者です！
興味のある方は会員まで声掛けてください。

アークコミュニケーションズスキーチーム

TREKNAO

代表者：大里 真理子
連絡先：ski●arc-c.jp
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ：http://www.arc-c.jp
ビジネスとスポーツの新しい関係を模索していきま
す。
2022 年オリンピック競技採用に向けて、様々なチャ
ンレジをしていきますので、応援・入会よろしくお願いし
ます！

代表者：伊藤奈緒
連絡先：event●treknao.com
WEB：http://treknao.com/
11/12(土)13(日)第二回松代城址ロゲイニング（ナビ
ゲーション・ゲームズ・シリーズ 2011）参加者募集中

京葉オリエンテーリングクラブ（略称：京葉 OL クラブ）

新潟県オリエンテーリング協会

代表者 奥田

事務局：山崎正志

健史（会長）

連絡先 gawa7677iso●s7.dion.ne.jp（鈴木
ウエブサイト http://www.keiyo-ol-club.com/

健夫）

●新入会員を随時募集中です！
●12/18 に第 31 回京葉オリエンテーリングクラブ大会
（公認 B）を開催します。ぜひご参加ください！

連絡先：m-yama●joetsu.ne.jp
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ：http://www.orienteering.com/%7Enoa/
当協会も随時会員を募集しております。新潟でオリエンテ
ーリングを続けたい方は是非ご連絡ください!

NPO オリエンテーリングクラブ・トータス

Tama OL

代表者：石澤 俊崇
連絡先：event2011●tortoise.jp
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ： http://www.tortoise.jp/wordpress/
10 月 22 日・23 日に、トータス 2 日間大会・10 人リ
レーを開催します！
まさかのスーパーA テレイン！
い!!

（協力・シカさん）

多摩オリエンテーリングクラブ （ 略称： 多摩ＯＬ）
http://www.orienteering.com/~tama
８度目のクラブカップ優勝とベテランカップ優勝をめざします

どうぞご参加くださ

☆ 新しい仲間、募集中です！（詳しくはｗｅｂをご覧下さい！）
☆新春1/２２ 第29回ジュニアチャンピオン大会開催！

