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7 ⼈リレー2012in 帝釈峡スコラ⾼原（⼭川メモリアル）
2012 年（平成 24 年）５⽉５⽇（⼟・祝）

5⽉3⽇

⼭スペ（国⺠休暇村帝釈峡スプリント／公認Ｓ）・5 ⽉ 4 ⽇全⽇本⼤会

今回のテレインの典型的風景２（小ドリーネ）

今回のテレイン内典型的風景１
可能度Ａの森林

参加募集要項 ver.１
雄橋

「７人リレー広島へ」
18 年間続けてきたクラブカップリレーを、昨年より装いも新たにしましたが、記念すべき 20 年目の今年は広島県帝釈峡スコラ高原での開催
となりました。これはブロック輪番制で行われている全日本大会が 2011 年度は、中国･四国ブロックの当番であり、地域的に一番のハンディの
ある地域での開催で、色々な面で 7 人リレーを併催することが、興行的に最も全日本大会の成功への近道であるから、是非一緒にやりたいとい
う広島県協会の要請にお応えしたものです。全日本大会ともども良い地図、良いコースで大いに盛り上げ、楽しんでいただきたいと思います。
この地では今までも、西日本大会や全日本大会、中九四学連リレーなどの大会が開かれてきました。そのときに会場として使用した巨大なドー
ムを覚えていらっしゃる方もいるでしょう。今回もこのドームが会場となり、スコラ高原のドリーネ地形の森林を駆け抜けていただきます。ゴ
ールデンウィーク中の開催ですので、移動にも不便や渋滞が伴うと思いますが、しっかりと旅行計画を立てて参加して下さい。
例年開催している夏のお祭りという意義の大会については、別途「山川キャンプ」として涼しい高原で一連の行事を開催していますので、そ
ちらの方も是非ご参加下さい。
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」は⾯⽩く、⼀番盛り上がる種⽬。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、それが“クラブ７⼈リレー”。
オリエンテーリングクラブ７⼈リレー⼤会２０１２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（Y.M.O.E，広島県オリエンテーリング協会）
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：２０１２年５⽉５⽇（⼟・祝）
集合場所：広島県神⽯郡神⽯⾼原町 帝釈峡スコラ⾼原コスモドーム http://www2.ocn.ne.jp/~sukora/
交通：⾃家⽤⾞／中国⾃動⾞道「東城 IC」より約 15 分
公共交通／JR ⼭陽新幹線「福⼭」駅より臨時バス（要予約）90 分 ⽚道 2000 円 （⼩⼈ 1000 円）
地図：「スコラ⾼原 2012」 全⽇本⼤会地図使⽤エリアの⼀部（全⽇本要項の「南部」
）
、および同⼤会未使⽤エリア
縮尺 1:10,000 等⾼線間隔 5m ⾛⾏可能度表⽰ 4 段階 JSOM 規定 A4 サイズ
★5/3 の帝釈峡スプリント大会は別途広島県協会より要項が公開されておりますが、本要項様式により 5/5 の７人リレーと一緒
に申込むこともできます（クラブ団体申込み方式の excel ファイル）
。全日本大会については別途全日本大会要項に従ってお申
込み下さい(全日本大会申込〆切 4/4)。 宿泊・移動に関しては、全日本大会要項および web に 5/3～5/5 の期間中の案内を掲載
しています（URL: http://www.orienteering.or.jp/joc/2012/accommodation.pdf）
。お車で参加の方は、
「吹田 JCT」～「東城 IC」
間 247km ですが、大会当日、中国自動車道「吹田 JCT」～山陽道分岐までの間は、早朝より大渋滞することが予想されていま
すので、十分に計画を練ってご参加下さい。７人リレー申込〆切４/１４です。

タイムスケジュール

5/3 会場：国民休暇村帝釈峡, 5/4-5 会場：スコラ高原コスモドーム
スタート（予定）
フィニッシュ閉鎖
受付時間（予定）

開催日
５/３（木）

帝釈峡スプリント大会（第３回山スペ）
O-Forum2012

５/４（金）

12:00～14:00

13:00～14:10

15:00～17:00

休暇村帝釈峡会議室

15:00（予定）

全日本大会
７人リレー受付
７人リレー質疑応答

５／５(土) クラブ７人リレー（山メモ）

随時
15:30～16:00（予定）

8:00～8:30（予定）

コスモドーム
8：50（7 人リレー）
9：00（ベテラン）

15：00（予定）

8：:30（予定）

開会式

13:10（予定）
14：00 頃

２次リスタート
表彰式・閉会式

オフィシャルバス福山行 15:00

申込〆切
４月１４日（メール送信・郵送到着分有効）
国民休暇村帝釈峡 スプリント大会 （第３回山ス ペ）
５月３日 （公認Ｓカテゴリ）
まずは全日本大会隣接テレインである、国民休暇村帝釈峡の施設内で
と近接の森でかるーく足慣らし、公園部分と森の部分を複合したレース
になります。ドリーネ地形もトゲ植物も全日本に類似していますが、そ
のような地形の読図能力やトゲ斜面通過のフィジカル能力の他、整備さ
れた公園内での方向の切り替えの速さなど、スプリント種目らしい能力
についてもきっちりと問う地図・コースを提供します。旧マップはあり
ますが、今回改めて全面的に ISSOM 規定に基づき、新規にヤマカワが作
成し直します。
スプリント大会（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）になります。男女の最高クラスのチャンピオン（藤沼
崇さん、皆川美紀子さん）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。タイトルを取ることは 1 回勝てば良い事、山スペタイトルの本
当の価値・難しさは、防衛してこそ、防衛を重ねてこそ、本当の価値あ
るチャンピオンである、そういう位置づけの大会を目指しています。
第１回チャンピオン 小林遼 渡辺円香
第２回チャンピオン 藤沼崇 皆川美紀子 未だ防衛記録は無し。
また、本大会は、2012 世界学生オリエンテーリング選手権（ユニバ）
日本代表選手選考会（セレクション）スプリント種目の指定レースとな
ります。ユニバセレクションとしての参加を希望する人は、M21,W21 ク
ラスに申し込み、セレ志望とその旨ご記入をお願いします。また、世界
ジュニア選手権 2012 の選手選考の参考レースにも指定されています。

◆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。スタ
ート時刻事前指定。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分を予定（詳細はプログラムにて）。競技時間は１時間。

◆コース設定者／競技責任者
山川克則／谷正春

◆大会コントローラ
吉村年史（福岡県オリエンテーリング協会）
◆地図 「国民休暇村帝釈峡」新規作成
縮尺 １：４，０００ 等高線間隔 ２．５ｍ
走行可能度 ４段階表示＋通行禁止の植生表示
JSSOM2007 インクジェットプリンタ印刷
◆クラス・参加費
Ｍ２１，Ｗ２１（年齢無制限）
Ｍ３５，Ｗ３５（３５歳以上）
Ｍ５０，Ｗ５０（５０歳以上）

２，０００円 （１８歳以下１，５００円）
２，０００円
２，０００円

Ｍ６５，Ｗ６５（６５歳以上）
２，０００円
Ｍ７５（７５歳以上）
２，０００円
Ｈｅａｖｙ（体重８５ｋｇ以上）
２，０００円 非公認扱い
Ｍ２０，Ｗ２０（２２歳以下）
１，８００円 （１８歳以下１，５００円）
Ｍ１８，Ｗ１８（高校生以下）
１，５００円
Ｍ１５，Ｗ１５（中学生以下）
１，０００円
Ｍ１２，Ｗ１２（小学生以下）
１，０００円
Ｂ
２，０００円 （１８歳以下１，５００円）
チャレンジ（初めておよび同等程度の方用・年齢不問）
１，０００円
e-cardレンタル
＋３００円※7
競技者一時登録
＋５００円 （Ｂ,１５歳以下不要）
当日申込（ＯＡ，ＯＢ，ＯＮ）
２，８００円 （１８歳以下２，０００円）
その他のオプションが必要な方は、別刷広島ＯＬＣ発行「国民休
暇村帝釈峡スプリント要項」を参照下さい。本大会は、この別刷りの
申し込み先でも、７人リレーと一緒に申し込むこともどちらも可能で
す。７人リレーと一緒に申し込む場合、所定のexcelファイルにクラブ
の参加者分記入をいただきます。
※1 上記は消費税込みの料金です。
※2 年齢は２０13年３月３１日時点の年齢
※3 Ｍ：男性，Ｗ：女性。但し女性の男性クラスへの参加は妨げません。
※4 参加の多いクラスは、３０秒おきのスタート間隔にする場合があります。
※5 各クラス３位まで、賞品の缶バッジをお渡します。
※6 当日参加のクラスは、ＯＡ，ＯＢ，ＯＮとなります。当日参加の場合マイe-cardを
使用することはできません。レンタル料は料金に含めまれています。
※７ レンタルｅ－ｃａｒｄ費用は、スプリント競技単独のもので、当日中に一旦返却い
ただき、翌日以降のレースでは改めてカードをレンタルしていただくことになります。
※8 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。あなたのク
ラブ（団体）の大会も是非、山スペ開催に名乗り出て下さい。詳しくはお問い合わせ
下さい。 スプリント種目のチャンピオンは 1 年間も王座に君臨していられるほど息長
く価値が持続されるものでなく、短い期間で連続して勝ち続けてこそ、価値あるチャ
ンピオンであるという考え方で民間タイトルを設定しています。賛同していただける
大会を募集中です。よろしくお願い致します。

【宣伝】今年の 7 人リレーに替わる夏のお祭りは

山川キャンプ駒ヶ根 2012 ９月８日～９日
要項近日公開予定 「玄関でたらすぐ直進！」
地図精度は全面的にメンテナンス
2013 年の７人リレーは、あの●望が丘もといナヴィゲー
ションのワンダーランド「希望が丘」で秋開催、滋賀県協会
主催の全日本スプリントとコラボ予定。●望が丘にならない
よう、
本年 12 月クリスマスの連休にリハーサル大会として、
「山リハリレー関西」「山川キャンプ関西」を企画中。こち
らのプレビラも近日中に公開。YMOE の web を要チェック！

クラブ７人リレー２０１２（山川メモリアル）

５月５日

年１回のクラブ競技の祭典。さわやかなスコラ高原の森を仲間の応援
の中、気持ちよく駆け抜けて下さい。

◆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

◆参加費（下記は消費税込みの料金です）
☆７人クラブリレークラス
一般チーム
学生・高校生以下だけで構成のチーム

￥２１，０００／チーム
￥１７，０００／チーム

☆ベテランリレークラス
一般チーム
学生・高校生以下だけで構成のチーム
☆e-cardレンタル（チームで３枚が必要）

￥１２，０００／チーム
￥１０，０００／チーム
￥３００／枚

※リレー競技に個人斡旋希望の方は、個別に主催者にご相談下さい。

◆コース設定者
山川克則
◆地図
「スコラ⾼原2012」全⽇本⼤会地図使⽤エリアの⼀部（全⽇本要
項の「南部」
）
、および同⼤会未使⽤エリア
耐水密封済み、ＪＳＯＭ２００７、地図のサイズ：Ａ４判
縮尺 １：１０，０００ 等高線間隔 ５ｍ 走行可能度 ４段階表示
◆各走区の概要

コース距離は現時点のものです。より詳しい調査が進むに
したがってリファインされていきます。最終の情報はプログラムにて。

１／２走 ３．６ｋｍ（３０分）
難度的にはインカレＷＥもしくはやや難しい程度、スコラ高原の最も標高が
高くて通行可能度の良い部分をさわやかに走る抜ける比較的高速なオリエ
ンテーリングを堪能していただきます。

３走 ６．１ｋｍ（３５分）
他の走区より圧倒的に道走りの区間が多いですが、道を短絡して、簡単な線
状の特徴物（大きな沢や尾根）を辿った方が早いレッグも存在します。コント
ロールへのアタックも他の走区よりはかなり易しくなっています。

４走 ３．４ｋｍ（２５分）
より多くの方をチームに誘えるように、１・２走よりは、距離が短くより簡単なコ
ースになっています。

５走 ２．８ｋｍ（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走よりさらにコースを短くして、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。
それでも、遠くまで来てちゃんとオリエンテーリングをした、そういう気に十分
なれるほどに森の中にしっかりと居られます。（でも想定より長く森の中に居る
と、チームの他の人に迷惑がかかりますよ。）

６走 ４．８ｋｍ（４０分）
１／２走とは、テレイン使用部分でも別展開となり、距離も長くなる。よりオリ
エンテーリングセンスも問われるコースとなっています。

７走 ６．４ｋｍ（５０分）
スコラ高原のテレイン南部の高原部分全域を使用するコースを用意します。
この走順では渓谷の急斜面にも近づく分、登距離も他の走順よりもかなり増
えます。

☆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。

◆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２０１３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

◆表彰
◇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２０１３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。

（３走が特に短いコースになります）

◆e-card

☆☆例年より、リスタート（ウムスタート）の足切りを早めに設定
します。15:00の日本旅行仕立てオフィシャルバス福山駅行きに乗っ
て帰途につくことを前提にしてリスタート時刻を設定します。
（岡山
空港発17:50JAL,17:55ANAにレンタカーを返却して搭乗に十分間に
合うことも前提にしています。会場からは広島空港より岡山空港の
方が行程の多くで高速を使える分、早く到達します。広島空港利用
の場合は余裕を考えれば18:00以降の便が無難です。）

クラブ７人リレーでは、カード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。チームでの使いまわしも可能ですが、継走のためにはチ
ームで最低３枚のカードが必要ですので、よく考えてレンタル申込をして下さ
い。

キッズオリエンテーリング

５月３～５日

３日間の期間中、各会場では小さなお子様用、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）。

保険について
事前申込の方は、スポーツ障害保険に加入しますが、各自で健康状態を考
慮し、決して無理をしないようにして下さい。

申込⽅法（メール）
：web 掲載のエクセルファイルをダウンロードし（右クリックで「対象をファイルに保存」を実⾏する）必要事
項を記⼊後、ymoe.entry●gmail.com まで、申込書を添付ファイルで送信して下さい（●＝アットマーク）
。タイ
トルは「７⼈リレー申込」として下さい。 ※申し込みメールに受信確認の返信がない場合は、ご⾯倒ですが問い合わせ先に連絡
下さい。フリーメールを使⽤していますので、事故メールに対するプロバイダ責任というものが無く、受信確認も⾃⼰責任の範疇となります。

振込先：ゆうちょ銀⾏ 10150-88737751 ユ）ヤマカワオーエンタープライズ
市中銀⾏からの振込みの場合 【店名】〇⼀⼋ 【店番】018 【預⾦種⽬】普通預⾦ 【⼝座番号】8873775
もしくは みずほ銀⾏ 江⼾川橋⽀店(店番号 545) 普通預⾦ 1132514 ユ）ヤマカワオーエンタープライズ

申込〆切
問い合わせ

４月１４日（メール送信・郵送到着分有効）

申し込み用のｅｘｃｅｌファイルは４／１頃公開します。

メール以外の⽅法（郵送 or ＦＡＸ）での申込の場合は、⼀旦お問い合わせ頂き、案内を受けてから申込み下さい。

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。申し込みアドレス（アルバイトの⼈です）とは異なるので注意して下さい。
郵送の場合の送り先：〒276-0027 千葉県⼋千代市村上団地 1-32-409 ⼭川克則気付 ＯＬ⼤会事務局

プログラムの事前配布について
ｗｅｂ上で公開します（４月２９日夜予定）。プログラムの事前配布は行いません。どうしても印刷されたプログラムが入用な方は、個別に問合せ先までご相談下
さい。

クラブ広告
本大会に参加される全てのクラブ様に、プログラム上でのクラブの広告（告知）スペースを無料で提供させていただきます（強制ではありません）。大きさは、Ａ
４判・２段組で１ページを１０分割したサイズ（５個×２列）、原稿の提出方式は、ｐｄｆ、ワード（ｄｏｃｘ形式不可）、もしくは画像化したものに限ります（ファイルサイズ
100 キロバイトを越えるものは不可）。紙原稿は受け取れません。申込時に同時に添付もしくは該当欄にテキストにて記入してお送り下さい。締切は参加申込と
同じです。

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。しかし、ピン付きの靴のままコスモドーム内（人工芝敷）に入ることはできません
ので、ご注意下さい。
★今回の大会では競技控え所は基本的にはコスモドーム内になります。女性の更衣室もコスモドーム内に用意します。また、グランドのチェンジオーバーゾーン
やスペクテーターズゾーンを囲む応援部分では、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設営が可能です。
★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。

参加者駐車場について
駐車場は、国民休暇村帝釈峡（５／３スプリント）、帝釈峡スコラ高原コスモドーム（５／５クラブ７人リレー）とも、十分な数の駐車場を用意します。但し、数箇所
に別れて停めていただきますので、プログラムの案内に従って下さい。

前回表彰者賞品としてのバウチャーについて
前回日光大会表彰式での賞品を本大会エントリーに際し、バウチャーとして使用することができます。
賞品の内容は以下の通りとなっています。本大会でも、この賞品を授与します。記念品も地元から何か出るかも・・・
７人リレーおよびベテランリレー 優勝 向こう２年以内のＹＭＯＥ社が集金する大会どれかひとつの参加費分を全額免除（ｅ－ｃａｒｄとか付帯料金は別）
７人リレーおよびベテランリレー ２位 向こう２年以内のＹＭＯＥ社が集金する大会どれかひとつの参加費を１０００円割引
７人リレー ３位～６位 ベテランリレー ３位 ７人リレー特別表彰者（over300、ファーム、ヤング）
向こう２年以内のＹＭＯＥ社が集金する大会どれかひとつの参加費を５００円割引
対象:賞を獲得したクラブ、もしくは該当する個人、つまりリレーにエントリして特典を受ける場合クラブすべてが対象であり、個人レースで特典を受ける場
合、賞を獲得した該当する個人が対象になる。

振込みの際は、備考欄に「賞品バウチャー使⽤による割引」と書いて、その分の額を引いて振り込んで下さい。

会場のコスモドームとグランド（チェンジオーバーエリア） 法面中段の岩肌はスペクターズゾーン 会場には日帰り温泉もあり

