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於：長野県松本市アルプス公園
2011 年全日本リレー／インカレロング決戦の地が、2015 年のクラブ王者を決めるお祭りの舞台

オリエンテーリングクラブ７人リレー2015 参加者募集要項
主催：（有）ヤマカワオーエンタープライズ、長野県オリエンテーリング協会
協力：一般社団法人松本観光コンベンション協会、TOYBOX，NishiPro
後援：松本市（予定）
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”。

主宰挨拶
昨年の要項の段階では、新装する「駒ヶ根高原」でのクラブ７人リレーの開催を謳っていたのですが、昨年の段階でコラボ
のお話をいただき、松本観光コンベンション協会との共催(長野県協会も共催)で話が進んだ経緯は昨年のプログラムでご案
内させていただきました。また、その昨年のプログラムでは「駒ヶ根高原」はその代わり、６月にロング種目大会開催と謳い
ましたが、その後インタハイからお話をいただき、インタハイ共催でロング種目の「駒ヶ根高原大会」を本年９月２０日に開催
することに相成りました。３年前の広島、一連の２００５ＷＯＣの前後等、他の大会の情勢で、色々な協力・コラボ体制をとっ
ているのもこの大会のひとつの姿勢でもありますが、その中にあってもクラブ単位で取り組む一大お祭り大会の位置づけは
失わないように今後も努力を続けていきたいと思います。尚来年度からは、大きく様変わりする７人リレーを計画していま
す。
今回、松本コンベンション協会様よりお誘いを受け、閑散期の大集客イベントとして企画させていただきました。高原のテ
レインのように植生や直進性、傾斜のきつさで見劣りのするテレインではありますが、施設面で誇れることはかなり多いので
はないかと考えております。閑散期に大規模都市公園を使わせていただければこその、リレー向けの楽しいレイアウトで皆
様をお迎えしたいと存じます。
山川 克則

◆クラス・競技形式

☆クラブ７人リレークラス
☆ベテランリレークラス

：1チーム7人による男女ミックスリレーオリエンテーリング
：1チーム4人によるリレーオリエンテーリング

◆スケジュール

10月31日（土）

11月01日（日）

15:00 - 16:00

7人リレー受付

15:00 – 16:30
19:00
07:30 - 09:00
09:10
09:15
09:20
09:30
09:40
13:50
14:40
16:10

メンバー表提出
メンバー表提出期限
7人リレー受付
優勝カップ返還
主催者挨拶
競技説明
スタート
スタート
二次リスタート
表彰式・閉会式
フィニッシュ閉鎖

全日本スプリント大会会場
（信州スカイパークやまびこドーム）
紙媒体での提出
メールによる提出期限
大会会場

クラブ7人リレークラス
ベテランリレークラス
予定
予定

質問等のある方は事前にメールでいただき、その回答を前日の全日本スプリント会場にて掲示します。
テクニカルミーティング（質疑応答）は開催致しません。

◆コース設定者
山川克則／木村佳司／コントローリング：西村徳真
◆地図
「信州松本 アルプス公園」初版作成2011年 本大会向けに修正調査
地図作成：ヤマカワオーエンタープライズ
耐水密封済み、地図サイズ：A4判
等高線間隔5m 走行可能度4段階表示、地図作成基準：JSOM2007規定
地図縮尺： 1:5,000 （クラブ7人リレークラス 第1走者、第2走者、第4走者、第5走者）
地図縮尺： 1:7,500 （クラブ7人リレークラス第3走者、第6走者、第7走者）
本大会では、ＪＳＯＭ規定の地図をそのまま拡大し、その走順に必要なエリアをＡ４用紙に収めたものを使用します。地図規定に縛られることなく、ど
のような年代にも地図が見やすくなるよう全世代の参加者の方に対応しています。

◆各走区の概要

第1走者 /第2走者（最速予想30分）
難度的にはインカレWEクラス、もしくはそれよりやや難しい程度。見通しの悪い中でも正確に方向を定めてアタックでき
る技術が必要です。
第3走者（最速予想40分）
道走り中心のレッグ構成になります。簡単な線状特徴物の乗り換えや簡単な直進は課される可能性があります。
第4走者 / 第5走者（最速予想25分）
4/5走は、今回も昨年に続き同水準のコース。より多くの方をチームに誘えるように、新人でも参加できるようにと、1/2
走よりは、距離が短くより簡単なコースになっており、基本は道たどりで、ところどころに簡単な短い直進を入れていま
す。
第6走者 （最速予想35分）
1/2走以上に、集中して短い直進を連続してこなすような構成になっています。7走とのバリエーションを構成する部分も
あり、そこではよりオリエンテーリングセンスが問われるようなコースとなっています。
第7走者 （最速予想50分）
テレイン全域を使用する構成になっています。エース区間です。6走とバリエーションを構成する区間があります。
☆ベテランリレーは、7人クラブリレーの1，2，4，5走コースを使用します。
最終の情報はプログラムに掲載します。
全体に、急斜面で勢い登攀力・体力も必要になるコースになります。
テレイン（競技地区）全体が大きな山塊尾根の上の突端部分です。
所々でアルプスの絶景に出会えます。

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。
本大会における制限選手の定義：
【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。
１５時半までに所定の用紙で本部に提出か、１９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２０１６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
1チーム7人で行うポイントオリエンテーリング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
１チーム4人で行うポイントオリエンテーリングによるリレー
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。（年齢ポイント：女性は年齢に＋10歳して、その上での年齢の合計）

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）
カテゴリ
条件
表彰対象
over300
年齢ポイント合計が
上位1チーム
300を超えるチーム
ヤング
女性加算なし
上位3チーム
チャンピオン
年齢ポイント合計が
150を下回るチーム

ファーム
チャンピオン

各クラブの第２位のチーム

説明

一昨年度まで学生・生徒によるチームは年齢ポイント
の計算なしで表彰対象としていましたが、学生の上位
台頭が顕著になってきましたので、年齢ポイント計算
を入れる方式に変えます。クラブの若い戦力を入れ
込んでこの表彰にチャレンジして下さい。

上位1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チーム

使用する器具
EMIT社製のE-card
クラブ７人リレーでは、自分以外のカードを使っても構いません。
チーム内での使いまわしも可能ですが、7 人継走のためにはチームで最低３枚のカードが必要です。
E-card レンタルの際はこの点を考慮の上、申込をして下さい。

その他の注意事項
★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。
★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。
★会場内には、食事・飲酒のできる店があります。まだ出店が出ているかも、詳しくはプログラムでご案内致します。
ゴミは各自持ち帰りください。
★使用する靴には、特に制限はありません。

キッズオリエンテーリング
今回は家族連れでご参加の皆様に、お子様用のオリエンテーリングプログラムとして、キッズオリエンテーリングを用意
します。恐竜や面白げな遊具がたくさんありますので、オリエンテーリングどころではないかも知れません。参加費はひと
り200円。参加賞（お菓子）あります。１走のチェンジオーバーが落ち着いたあたりから、２次リスタートあたりまでが営業時
間となります。
施設案内などは、http://toybox-net.jp/alpspark/ でご確認下さい。

アクセス案内
自家用車利用
指定駐車場：アルプス公園東入口駐車場
自家用車で来場されるかたは必ずアルプス公園東入口駐車場を使用してください。
本大会参加者はアルプス公園南入口駐車場、北入口駐車場の利用を禁止します。（一般公園利用者優先）
東入口駐車場にて十分な駐車スペースがあります。（400台分）
駐車券の発行は行いません。乗入れ自動車台数の申告不要です。
アクセス： 長野自動車道「梓川スマートインター」より自家用車で10分。
徒歩で来場
アルプス公園東入口駐車場、またはアルプス公園南入口駐車場を経由して、競技会場となる家族広場に来てください。
そのほかのルートでの来場は禁止します。（競技エリアを経由してしまいます）
JR松本駅からアルプス公園南入口駐車場へは3.5km登り200mです。
タクシー・路線バスによる来場
アルプス公園南入口駐車場で下車して、競技会場となる家族広場に来てください。
アルピコバス「アルプス公園線」時刻表
松本バスターミナル 10:00発 → アルプス公園南口 10:20着
松本バスターミナル 14:00発 → アルプス公園南口 14:20着
アルプス公園南口10:25発 →松本バスターミナル10:45着
アルプス公園南口14:25発 →松本バスターミナル14:45着
（松本バスターミナルは松本駅より徒歩3分）

参加申し込みについて
参加費（消費税込）
クラブ7人リレークラス
1チーム7名分
ベテランリレークラス
1チーム4名分
E-cardレンタル

一般チーム
学生・高校生以下だけで構成のチーム
一般チーム
学生・高校生以下だけで構成のチーム

\21,000
\17,000
\12,000
\10,000
\300

1チームあたり3枚必要

※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。

申込期間

２０１５年８月３１日（月）～１０月９日（金） （メール送信・郵送到着分有効）
申込方法
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、
電子メールにて 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。
郵送申込でしか申込めない方にも対応致します。詳細は問合先の山川までお電話ください。
振込先：
ゆうちょ銀行 １０５２０－５０２６１５１ 山川克則（ヤマカワカツノリ）
（市中銀行からの振込みの場合 【店名】〇五八 【店番】０５８ 【預金種目】普通預金 【口座番号】０５０２６１５）

三菱東京ＵＦＪ銀行八千代支店(店番６１２) 普通預金 １０７７６３４ 口座名義 山川克則
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、A4 判・2 段組で 1 ページを 10 分割したサイズ（5 個×2 列）、
原稿は電子データでファイルサイズ 100KB 以下のテキスト、PDF、MS-word、もしくは画像ファイルに限ります。
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。

参加費割引（前回表彰者賞品としてのバウチャー）について
前回大会入賞チームは本大会エントリーに際し、バウチャー（割引券）として使用することができます。すでに利用済の団体は対象外で
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。地元からの賞品もお楽しみに（あくまでも予定です）
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 1,000 円割引
７人リレー3 位～6 位、ベテランリレー3 位
向こう２年以内の YMOE 社が集金する
７人リレー特別表彰者（over300、ファーム、ヤング）
大会どれかひとつの参加費を 500 円割引
対象となるクラブ様は、まず本制度を利用してエントリーをする旨を事前にメールでお申し出下さい。特に証書とかを発行しておりませ
んが、確認の上、こちらから改めてご案内のメールを差し上げますので、その上で申込をして下さい。
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。
有効期限などこちらできちんと調べますので、疑問の際は遠慮なくお問い合わせ下さい、また７人リレー以外の大会での賞品としての
大会無料招待を受けた方についても、勿論対応致しますので、個別に申告下さい。

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。申込みアドレス（対応するのも別の人です）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（10 月 24 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。

