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2015 年（平成 27 年）11 月１日（日）
アルプス公園（長野県松本市）

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
◆クラス・競技形式

☆クラブ７人リレークラス ：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
☆ベテランリレークラス
：1チーム4人によるリレーオリエンテーリング
本大会は公益社団法人日本オリエンテーリング協会の定める日本オリエンテーリング競技規則に準じて実施します。
◆スケジュール

10月31日（土）

11月01日（日）
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7人リレー受付
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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。

アルプス公園利用上のお願い

最後のご挨拶

オリエンテーリングのフィールドとなるアルプス
公園には一般来園者のかたがいらっしゃいま
す。一般来園者のかたと同じ空間を共有できる
公園利用をお願いします。
公園内遊歩道のすれ違いでは、接触事故が起
こらないように充分注意してください。
特に狭い橋の上で一般来園者とすれ違うとき、
追い抜くときは必ず速度を落としてください。
狭い橋には警備員を配置します。ここでは警備
員の指示に従ってください。

立入禁止区域について
アルプス公園内にはオリエンテーリング競技者立入
禁止区域がいくつかあります。地図上で表記すると同
時に、なるべくこれを避けるようなコース設定となって
います。

誤って立入禁止区域に入る可能性がある場所
については、現地に青黄色テープで制止線を
張っています。これらを乗り越えることは禁止し
ます。乗り越えた場合はチーム全体を失格とし
ます。
長野県で盛んな野外スポーツである「マレットゴルフ」の
コースがアルプス公園に多数あります。このゴルフコー
スを横切らないようにオリエンテーリングコースを設定し
ています。間違ってゴルフコースに入らないように青黄色
テープを張ってある箇所があります。マレットゴルフのボ
ールが当たると大変危険です。

クラブ7人リレーも開始して今年で23回目となりました。最
初は6人リレーで、やがてこの大会が範とするフィンランド
のユコッラに倣って7人になり（CC7と呼ばれ始めました）、
また経営母体にも若干の変更があって、今は＜山メモ＞ク
ラブ７人リレーとなっています。
最初は夏のバカンス用の大会でしたが、段々と世間の都
合に合わせたコラボ大会になり、世界選手権の併設であっ
たり、広島の全日本に少しでも多く呼び込みたいからとGW
にクラブ７人リレーを開催したこともあります。
今回は”松本観光コンベンション協会”様からお話をいた
だいて、晩秋の閑散期に大きな集客イベントを呼び込みた
いという企画になりました。夏のバカンスシーズンではない
し、高原でのファインなオリエンテーリングが楽しめる場所
でもないヤブで登りのきついテレインですので、例年より参
加は伸びないだろう、と思っていましたところ、どうしてどう
して、こんなにも沢山のエントリーをいただき、本当に本当
にありがとうございます。クラブ単位で取り組む年１回のお
祭り大会、この位置づけは私山川のイノチ以上に永く続い
ていってほしいと思うばかりです。
それで、次回からはそのスローガンを実現すべく模様替
えをしたいと思っています。私も病人とはいえまだまだ現役
で働ける世代ではありますが、クラブ７人リレーでは完全に
後方支援活動に徹し、前面に立つプロデューサを若い次代
を担う人材にやっていただこうと考えています。
（自分はクラブ７人リレーではブランド維持の為の後方支
援に徹し、仕事の重点はヤマカワハウスを拠点とした中堅
大学クラブ育成などの新事業の方に軸をおきたいと思って
います。今年のKOLC大会もどうかお楽しみに！）
クラブ７人リレーがこの先もずっとワクワクドキドキの大会
であるよう、新しいプロデューサが新鮮な感覚で模様替え
をしていってくれるものと思います。
（この大会運営中に紹介致します。来年は2016年9月18
日駒ヶ根にて開催の予定です。）
尚、このプログラムの各所で触れていますように、今回は
都市公園での開催になります。色々制限もあって申し訳な
いのですが、トイレの多さと快適さ、応援には絶好のレイア
ウト、それは言えていると思っています。会場ではもう紅葉
も終わっている頃になります。寒さ対策も十分にお願いしま
す。秋の一日を十分にお楽しみ下さい。
クラブ７人リレー 主宰 山川克則

アクセスマップ

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。
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4km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5分）

電子メールによる最終メンバー表の提出

紙による最終メンバー表の提出

期限：2015年10月31日 19:00
送り先：rmo-s.yamakawa●nifty.com ●＝あっとマーク

提出時間：2015年10月31日15:00-16:30
場所：全日本スプリント大会会場（やまびこドーム）

メールフォーマット
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。
【例】
件名：000 クラブ７人リレーオーダー表提出
000,正規,over300
1, 須和弘人,40,男
2, 高宮菜穂,57,女
3, 萩田 朔,79,男
4, 森あがた,28,男
5, 茅野貴子,15,女
6, 村坂あずさ,40,女
7, 成瀬翔(補強),42,男

メールでの提出しない場合は、紙によるメンバー表を提
出してください。
所定の紙提出フォーマット（本プログラム内に別掲）
当日朝およびレース中の変更も、所定の紙フォーマット
で提出をお願いします。

会場レイアウト

会場は青空会場です。（全面芝生です）
敷物を敷くことはできますが、テントやタープを立てることはできません。（都市公園ですので禁止されています）
雨天時の対策をお願いします。長靴が役に立ちます。
会場は火気厳禁です。コンロ・バーナーの利用は禁止します。公園内には売店がありません。お弁当をご持参ください。
アルプス公園内にゴミ箱はありません。ゴミはすべて持ち帰ってください。
会場では物品の販売行為はできません。
トイレはアルプス公園内に多数あります。

受付
10月31日 15:00-16:00 全日本スプリント大会会場
11月01日 07:30-9:00 大会会場ステージ上
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人リレー用バックアップラベル
・ レンタル用e-card（申し込まれた団体の方のみ）
・ オーダー表
（一応入れておきますが、事前にwebからダウンロード
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。安全ピンが用意できていなくて困っている方は
本部まで起こし下さい。

当日の選手変更受付・公式掲示板
前日受付できなかったチームに関しては、当日の受付時
間帯で必要物を配布します。前日に受付完了したチーム
は特に受付を通る必要はありませんが、急な変更が出
る場合がありますので、公式掲示板は必ずチェックする
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、正規チームの場
合は、9:20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）
9:00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衆人環視のある
場所で薄い半透明袋を破いて、所定の回収箱に入れて
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）

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。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
００１～０３７・・・正規チーム（クラブ７人リレー前回順位反映）
１０１～１３８・・・正規チーム（クラブ７人リレー前回順位なし）
２０１～２８３・・・クラブ７人リレー オープン参加チーム
５０１～５１０・・・ベテランリレー 正規チーム（同上順位反映）
５５１～５５７・・・ベテランリレー 正規チーム（同上順位なし）
６０１～６１５・・・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された
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。

競技地図

縮尺 1:7,500
等高線間隔5ｍ A4判
JSOM2007規定作図のものを、縮尺7500分の１相当にそ
のまま拡大したものになります。
作成2011 年10月 2015年９～10月修正
JSOM2007 準拠
地図作成: ヤマカワオーエンタープライズ 山川克則
地図印刷等 カラープリンタ印刷、防水加工済
・逸脱/特記事項は下記のとおりです。
「○」青(312)井戸、「×」青(314)貯水槽、「○」黒(539)
炭焼き窯(跡)、「×」黒(540)小祠、野仏、石像、等
・公園内の巨大遊具の表記
灰色でその形状を示しています。最大のものでも20m。
遊具そのものを迂回すれば必ず通過することができ
ます。巨大遊具の上や下を通過できる場所もあります
が、どの部分が通過できるか表記されていません。現
実的に変化が細かくて地図には表現できません。現
場にて判断してください。
・混色の処理
判読性を向上させるため、青色(河川・水路等)は緑色
及び黄色に対して混色をしていません。

テレイン情報
会場標高 780m
大きく捕らえれば、松本平（松本盆地）北側に突き出
た大きな尾根の先端上部・アルプス公園とその周囲の
山林が今回のテレインで、いつものクラブ７人リレーで使
用するテレインより、やぶがちで急峻なテレインと言えま
す。公園部分は緩やかな地形ですが、その周辺部は急
峻な地形となっています。
所々でアルプスの絶景に出会えます。
道路や小径、遊歩道が発達しています。植生は全体
的に広葉樹が多く、林内の見通しの季節変化が激しい
です。2011年全日本リレー開催時より、全般に植生状態
は悪くなっていると言えます。
特に来春この地で、全国植樹祭が開催されることにな
っており、その該当エリアは病気の元になる松の木をす
べて除去し、森を作り変える事業の真っ最中です。今回
の競技地図では立入禁止として表示していますが、一旦
悪化させた植生はその周辺部の今回の競技で通過する
部分にまで影響が及んでいます。

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。

競技の流れ

スタート クラブ７人リレー ９：３０
ベテランリレー ９：４０
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（ステージ
前）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。（脱落防止用の対策を講じて下さい。） 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200m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番コントロールはユニットが複数設置されています。
競技途中に会場の中を通過するスペクテーターズゾーン
が存在します。スペクテーターズコントロールでのチェック
忘れを、チームの仲間から指摘をしてもらう援助は構いま
せん、 また、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。テレイン内に給水所は
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。 スペクテーターズコントロールか

らチェンジオーバーまでは速い人で１０分弱 です。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（ステージ上）まで 階段を登ってお進
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 12:50頃（対象：５走までの未出走者）
２次リスタート 13:50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
れることもあります。その際は放送で案内いたします。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１６：１０です。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。

コース概要
コース設定者：木村佳司 修正：山川克則
１・２走 3,5km 登180m（最速予想30分強）
難度的には例年インカレＷＥ相当と書いていますが、今
回は難度的にはそれよりやややさしく、登りはその分き
つくなり、ヤブに対する対応もきちんと求められる（見通
しの悪い中でも正確に方向を定めてアタックする）、そん
なコースです。
３走 4.5km 登220m（最速予想40分）
道走り中心ではありますが、テレインの制約によりすべ
てのレッグで道が使えるという訳にはいきませんでした。
大きな沢をたどる、外しようのない大きなピークを目指し
て直登する、そういうレッグも混じっています。
４・５走 2.8km 登170m（最速予想25分）
１・２走よりアタックが簡単、ヤブの課題もかなり緩いもの
になっています。アップが多いのは、今年はやむなしで
す。
６走 4.2km 登270m（最速予想35分強）
１・２走よりヤブの課題が圧倒的に厳しくなっています。
その分登りも増えます。
７走 5.9km 登360m（最速予想50分）
６走よりさらに独自部分のレッグのハードさが（ヤブもア
ップも）増します。エースはこれ位の課題をこなして欲し
いです。

ベテランリレー（4人）は7人クラブリレークラスの１・２・４・
５走コースを使用します。
【注意！その１】
３走・７走で、スペクテーターズコントロールのひとつ前の
コントロールに行く際にルートチョイスによっては、スペク
テーターズコントロールの前を通過してそのひとつ前の
コントロールに向かう可能性があります。応援に気を取
られて、コントロール飛ばしをしないよう十分にお気をつ
け下さい。また応援者が”1個前のコントロール取った
か？”と声をかけて注意を促すのも良しとします。
【注意！その２】
６走・７走の地図上で両側が黒枠で縁取られた用水路を
渡るレッグがあります。用水路を飛び越えることは危険
です。地図上で橋を架けている場所を記載しています。
そこには転落防止用にトラロープも張り巡らせてありま
す。きちんと読図して、必ず橋を架けている場所で横断
するようにして下さい。

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。
１６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
今回はささやかなシャンパンファイトを用意しました。
シャッターチャンスをお見逃し無く。（但し、ノンアルです）
◇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
300を超えるチーム
1チーム
ヤング
女性加算なし
上位
チャンピオン 年齢ポイント合計が
3チーム
150を下回るチーム
ファーム
各クラブの
上位
チャンピオン 第２位のチーム
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

成績の速報
◇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。

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、
ステージの隅っこを利用して下さい。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。

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。
★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。
★全コントロール図やコース図等、本大会の資料をご入
用の方は、2 次リスタート終了後、本部までお越し下さ
い。

キッズオリエンテーリング（無料）
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。

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。大会参加に際して自
分自身の健康状態を十分に考慮して絶対に無理をしな
いでください。
（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）
保険適用期間及び範囲 2015年11月1日の競技参加者
（代走含んで参加費を支払って競技参加した人という意
味、観戦のみは含まれません。）に対して、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：500万円（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）：3,500円 （180日以内の入院・180日限度）、
通院（日額）：2,000円（１80日以内の通院・90日限度）

ただし、熱中症・蚊ダニ等の虫さされは、傷害保険の対
象となりません。なお、個人賠償責任の補償はありませ
ん。
参加者が第三者へ与えた傷害を含む損害については主
催者・主管者は一切責任を負いません。
万一に備え健康保険証のコピー等を持参してください。
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
さいたま市大宮区宮町4-16 セイワアネックス２階
担当／青島優／2002年度 津田塾大学入学
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。

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。

参加費割引（表彰者賞品としてのバウチャー）について
本大会入賞チームは次回以降（向こう２年間有効）の本大会エントリーに際し、バウチャー（割引券）を贈呈します。
賞品の内容は以下の通りとなっています。
７人リレーおよびベテランリレー優勝

７人リレーおよびベテランリレー2 位
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）
ベテランリレー特別表彰者

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）
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
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

来年のお楽しみ企画
２４回目となる来年のクラブ７人リレー、プロデューサ交代を記念して過去に優勝した経験のあるすべてのクラブ（チー
ム）に一斉に壇上に上がってもらって、前プロデューサより記念品の授与と記念撮影を行うイベントを企画しています。過
去に優勝したことのあるクラブで今回はエントリーできていらっしゃらない所もまま見受けられますが、来年こそは是非とも
チームを復活させて壇上に上がってください。（今はもう遅いから･･･そんなこと関係無いない、いろんな楽しみ方をクラブ７
人リレーは今後も提供していきます。記録のまとめなんかもやりたいと思っていますが、相変わらずあちこちの要望を聞き
続ける毎日なのであくまでも願望ということで・・・）。

オリエンテーリングクラブ７人リレー2015 最終メンバー登録用紙(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
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 日はエ ントリ
ーの時に名前を届け
生年月日（西暦）
なかった方の場合に
お書き下さい
年

月

日

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

1走

男 ・ 女

2走

すべてのチームが改めてのメンバー表の提出が必要です。紙提出の提出期限は、前日の 10 月 31 日（全日本スプ
リント会場）１５時～１６時、もしくはメール（ＰＣ or 携帯）にて提出で、締切は１９：００です。別項で述べる所定のメール提出用フォーマ
ットに従って提出して下さい。本用紙は受付にも常備してあります。
正規チーム扱いの当日朝になってのメンバー変更は、９：００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

愛知オリエンテーリングクラブ
代表者：会長 土屋晴彦
連絡先：n-taka@mtj.biglobe.ne.jp （野口孝之）
ＵＲＬ： http://aolc.arrow.jp/
名古屋市と尾張地区を中心のオリエンティアのグループです。幅広い年代のクラブ員で各地の大会参加、
ＯＬ地図の作成・コース設定から大会の運営まで種々の活動が出来ます。入会をお待ちしています。

みちの会
埼玉県、その近郊のメンバーで活動しています。オリエンテーリングのほか、登山、トレラン、BBQ などやりたいことを実現できるクラブ
です。興味のある方は、ぜひみちの会メンバーに声かけてください！！
会長：皆川 美紀子
ウェブサイト：http://www.orienteering.com/~michi/
問い合わせ先：michinokai◎orienteering.com ◎=@

春日部オリエンテーリングクラブ
代表者：井上稔雄
連絡先：masarun@v006.vaio.ne.jp(中山勝)
１２月１３日（日） 関東パークＯツアー岩槻大会を開催します。参加をお待ちしています。
埼玉県東部地区で活動するオリエンテーリングが大好きな仲間です。例年,「ＫＡＳＥＩ大会」の主管をしております。
一緒に楽しみたい方を（特に若手）を随時募集していますので、会場等で気楽に声を掛けて下さい。

ＫＯＬＡ
代表者：横田 実、連絡先：kola_osaka@yahoo.co.jp、ウェブサイト：http://www63.tok2.com/home2/kola/
☆南大阪を拠点に、少人数ではありますが、大会への参加、大会運営とアクティブに活動しています。
◇2016 年 1 月 3 日に恒例の新オリエンテーリング大会を大阪府内の公園で開催します。
○オレンジ色のウェアが目印です。
☆新入会員を募集中。入会特典として、オリエンテーリング用ウェアを進呈します。

★★★方向音痴会★★★
◆方向音痴会は、横浜国立大学オリエンテーリングクラブ（YNUOLC）の OB・OG 会です。 (^o^)
◆7 人リレーは第一回から連続参加、伝統のあるクラブです。
◆現役生の頑張りに負けないよう、20 位以内、over300 で３位以内キープを狙います。
上尾ＯＬクラブ
代表者／高村 卓
連絡先
2016 年度に、クラブ結成 40 年を迎えます。結成記念大会(公認大会)を企画しています。一緒に新しいクラブを
作っていきませんか。一緒に活動していただける方募集しています。
この 12 月 27 日に関東パークＯツアーとして、クラブ大会を開催します。お待ちしています。

青葉会
東北大学の OBOG 会です。今回は全員 2011 年度を共に過ごしたメンバーで戦います。

(^_-)
(^_^)v

千葉大学オリエンテーリング部

連絡先：chiba.olc.2015@gmail.com

私達千葉大学オリエンテーリング部は部員ひとりひとりが自ら目標を掲げ、競技に邁進しております。
そして今年創立 40 周年を迎える我が部は 12 月 6 日関東屈指の難テレイン『釈迦谷』において千葉大大会を
開催いたします。こまめなコンパスワークと丹念な地図読みを執拗に要求するこのテレインは
あなたのナビゲーション能力を試します。ぜひ、腕試しにご参加ください。

岐阜ＯＬＣ（岐阜オリエンテーリングクラブ）
代表 橋本 八州馬
連絡先 mototomo@d1.dion.ne.jp（牧ヶ野 敏明）
クラブには、10 代から 70 代まで幅広い年齢層が所属し、各種大会に参加しています。学生クラブとの掛け持ちも可で、岐阜出身又は
岐阜近辺に在職・就職予定の方だけでなく、クラブメンバーとともに活動してくださる方ならどなたでも大歓迎です！一緒にオリエンテー
リングを楽しみましょう！！

京葉 OL クラブ
クラブホームページ: http://www.keiyo-ol-club.com/
連絡先：奥田健史（会長） DQL06253@nifty.com
京葉オリエンテーリングクラブは新入会員を随時募集中です！
NT 選手 3 名、JOA コントローラ 2 名在籍。5 歳～70 代まで全国で活躍中。若手の会員も多数在籍。
皇居ラントレ企画も。
クラブカップリレー2015 はクラブ 7 人リレーチーム 3 チーム、ベテランチーム 2 チーム出場！

関東学生オリエンテーリング連盟
幹事長:小泉知貴(ぺなみこ) 副幹事長:平入麻衣(幹事サーの姫) 事務局長:栗本開(ペナ山) 渉外部長:芳賀太史(ぺが)
広報部長:坂野翔哉(闇を抱えている) 普及部長:瀬川出(闇を抱えている) 会計:冨山稜真(闇を抱えている)
学生オリエンテーリング連盟で最も加盟員が多いのは？総会が盛んに行われているのは？飲み会が楽しいのは？
そう、それはもちろん関東学連！！そんな関東学連の幹事によるリレーが、今アツい！！！
今日も今日とて、大岡山で「純」と共に暴れるぜ！！

※大岡山で暴れる連盟員はごく一部のみです

ＯＬＰ兵庫
代表者：城森 博幸
連絡先：HZZ02520●nifty.ne.jp
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ： http://www009.upp.so-net.ne.jp/OLP_webpage/toppage.htm
入賞の常連だったＯＬＰも２００９年菅平 ２位を最後に入賞から遠ざかっていましたが、２０１４年は
ベテランカップで優勝しました。今年は若手の応援なしで、ベテランカップ２連覇を目指します。
入間市 OLC
会員募集中！
こんな方は特に入間市 OLC にぴったりです。遠征して美味しいものを食べるのが好きな人。
山やスキーが好きな人。
お酒が好きな人。⾺⿅騒ぎが好きな人。真面目な人。

おやじギャグが好きな人。

そしてオリエンテーリングが好きな人。 サイト： http://www.orienteering.com/~iruma/
連絡先：m_arata2002@mbc.ocn.ne.jp (新隆徳)

多摩オリエンテーリングクラブ
代表者：菊澤 恵三
連絡先：keizokikusawa@canvas.ocn.ne.jp（菊澤）
多摩 OL にはオリエンテーリングに限らずさまざまなフィールドで活躍している方が多数在籍しております。
オリエンテーリングを柱にしつつ様々な競技に挑戦したい方も随時受け入れております。
とりあえず、大学を卒業したティアで多摩地域に住んでいる者は入りなさい（笑）。

横浜オリエンテーリングクラブ
代表者 五十嵐 則仁
連絡先 hama-ren■freeml.com（■＝＠）
ｳｪｯﾌﾞｻｲﾄ 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。
ぷにる会
全国の大学生の緩い小さな集まりです。お気軽によろしくお願いします。＠(・●・)＠

OLK の OBOG 会【杏友会】
●OLK を卒業しても、
●バリバリとオリエンテーリングをしている人もいれば、たまーに大会出ちゃおうかな！と
いう人もいれば、、、
●こうやって 10 年以上経っても同じことで楽しめるって、大切ですよね。
●やっぱり人数の多い団体なので、いろんな人がいますよね。
桐朋 IK
代表者：大石 洋輔
今年度、２年ぶりに現役桐朋 IK 部員が運営する大会（お父さん杯 ３ｒｄ）を開催します！！
日時：１/１０（日）

テレイン：上谷（埼玉県）

連絡先：otousanhai3rd2016@outlook.jp（高橋 友徳）
本大会の会場においても、申し込みを受け付けます。桐朋 IK 高橋までお声をおかけください。

朱雀 OK メンバー募集中！

昼も夜も全力で！ 関西に来たら朱雀へ GO！

yanyan_travel@yahoo.co.jp

希望が丘"竜王山"ロゲイニング大会 申し込み受付中！
滋賀県希望が丘文化公園にて、ロゲイニング用にエリアを拡大して開催します！
日程：2015 年 12 月 20 日(日) 締切：2015 年 12 月 7 日（日） 大会 HP： http://suzaku2015.seesaa.net/

新潟

県協会 会員募集中！
新潟のオリエンテーリング情報は、やっぱり県協。
まずはメールでご連絡ください！
連絡先 ： m-yama@joetsu.ne.jp （事務局・山崎正志）

第 6 回東工大スプリント
11/15(日）東工大大岡山キャンパスで開催!!
大会 HP：http://www.geocities.jp/titech_sprint/

東工大 OLT

40 年におよぶ伝統と歴史

早稲田大学オリエンテーリングクラブ

あの時の悔しさを紺碧の空に誓って

目 の 前 に あ る 栄 冠 を 掴 み 取 る
～ONE FOR ALL ALL FOR ONE～
早稲田大学は東京都心、新宿区の中心に位置する。まさに”都の西北、早稲田の森にそびゆる甍”である。
早稲田大学・日本女子大学・東京理科大学・学習院大学で構成される OC は、
早稲田大学戸山キャンパスを拠点に、日々練習をしています。
近くには新宿御苑や少し足を伸ばせば丸の内、皇居や東京タワーもあります。
練習は誰でも参加できますので、興味があればぜひお越し下さい。
来たる 2016 年 2 月 14 日バレンタインデーには第 36 回 OC 大会を開催いたします。
こちらもぜひご参加ください。
← 早大 OC 公式 Twitter です 毎日のあんなことやこんなことを徒然なるままにつぶやきます。
早稲田の美味しいご飯(通称ワセメシ)も紹介しますよ。

