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ＪＪＯＯＡＡ公公認認カカテテゴゴリリＢＢ  

  

第第２２７７回回ササンン・・ススーーシシ大大会会  

ミミドドルルデディィススタタンンスス競競技技  ププロロググララムム  

  

期期日日：：２２００００９９年年３３月月１１日日（（日日））雨雨天天決決行行・・荒荒天天中中止止  

集集合合場場所所：：秦秦野野市市立立北北公公民民館館  

主主催催：：オオリリエエンンテテーーリリンンググククララブブ  ササンン・・ススーーシシ  

後後援援：：神神奈奈川川県県オオリリエエンンテテーーリリンンググ協協会会  

秦秦野野市市教教育育委委員員会会、、秦秦野野市市観観光光協協会会、、秦秦野野市市森森林林組組合合  

ははだだのの里里山山保保全全再再生生活活動動団団体体等等連連絡絡協協議議会会  

協協力力：：秦秦野野市市立立北北公公民民館館  

大大会会ココンントトロローーララ：：若若梅梅  友友行行  

  

ごごああいいささつつ  

オオリリエエンンテテーーリリンンググククララブブ  ササンン・・ススーーシシ会会長長  尾尾上上秀秀雄雄  

ササンン・・ススーーシシ大大会会ににごご参参加加いいたただだききあありりががととううごござざいいまますす。。今今年年度度はは神神奈奈川川県県でで全全日日本本及及びびイインンカカレレがが開開催催さされれるるこことと

をを勘勘案案しし、、３３週週間間前前ののここのの時時期期にに大大会会をを企企画画ししままししたた。。地地元元ボボラランンテティィアアにによよるる林林のの整整備備、、鹿鹿避避けけ柵柵のの設設置置ななどどにによよりり「「菜菜

のの花花台台」」はは様様変変わわりりししままししたた。。今今回回ははククララブブ員員にによよるる再再調調査査でで精精度度のの高高いい地地図図をを完完成成しし、、ミミドドルルのの大大会会をを提提供供ししまますす。。持持

ててるる技技術術をを駆駆使使ししてて、、テテククニニカカルルななミミドドルルののココーーススにに挑挑戦戦ししててくくだだささいい。。  

  

１１．．アアククセセスス  
  

電電車車ととババスス  車車  

・・小小田田急急線線新新宿宿駅駅→→秦秦野野駅駅（（約約７７００分分））  

・・秦秦野野駅駅北北口口よよりり神神奈奈中中ババスス２２番番乗乗りり場場  

「「菩菩提提経経由由渋渋沢沢行行きき」」又又はは「「横横野野入入口口行行」」でで、、約約 1144 分分「「菩菩提提ババスス停停」」下下車車 11 分分  

  

・・小小田田急急線線小小田田原原駅駅→→渋渋沢沢駅駅（（約約１１６６～～２２００分分））  

・・渋渋沢沢駅駅北北口口よよりり神神奈奈中中ババスス２２番番乗乗りり場場「「菩菩提提経経由由秦秦野野行行きき」」でで、、約約 11２２分分「「菩菩提提

ババスス停停」」下下車車 11 分分  

・・東東名名高高速速秦秦野野中中井井イインンタターー：：約約２２００分分  

・・東東名名高高速速大大井井松松田田イインンタターー：：約約２２００分分  

『『駐駐車車券券はは発発行行いいたたししまませせんん』』  

駐駐車車場場はは申申込込者者でで予予定定数数にに達達ししままししたた。。駐駐車車希希望望者者はは

直直接接会会場場でで係係員員のの指指示示にに従従っってて駐駐車車ししててくくだだささいい。。      

申申込込者者以以外外のの車車ででのの来来場場はは固固くくおお断断りりししまますす。。  

（（キキャャンンセセルルさされれるる方方はは問問合合せせ先先ままででメメーールル連連絡絡ををししててくくだだささいい））  

  

  

  

  

  

  

  

  

◆◆電電車車及及びびババススのの時時刻刻表表  

小小田田急急線線新新宿宿発発  小小田田急急線線小小田田原原発発  秦秦野野発発ババスス時時刻刻表表  渋渋沢沢発発ババスス時時刻刻表表  

急急行行小小田田原原行行きき  

約約１１００分分間間隔隔でで運運行行  

  

  

  

約約１１００～～１１５５分分間間隔隔でで運運行行  

（（新新松松田田行行きき以以外外ににごご乗乗車車

くくだだささいい。。））  

７７：：００５５、、２２７７、、４４３３  

８８：：００００、、１１３３、、３３００、、４４５５  

９９：：００００、、１１３３、、２２９９、、４４５５  

１１００：：００４４、、１１５５、、３３５５、、５５２２  

１１１１：：００４４、、３３５５  

７７：：００７７、、３３００  

８８：：００００、、３３００  

９９：：００００、、２２４４、、３３５５  

１１００：：００００、、１１５５、、３３００、、４４７７  

１１１１：：００００、、３３９９  

  

４４分分  

菩菩  提提  

渋渋  沢沢  秦秦  野野  

小小田田原原  東東  京京  

新新  宿宿  

ババスス１１４４分分  

６６５５～～７７００分分  

１１６６～～２２００分分  

ババスス１１２２分分  

小小田田急急小小田田原原線線  

ＪＪＲＲ東東海海道道線線  
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秦秦野野市市立立北北小小学学校校  

会会場場  

秦秦野野市市立立北北公公民民館館  

菩菩提提ババスス停停  

ＪＪＡＡ  

秦秦野野市市立立北北中中学学校校  

郵郵便便局局  

◆◆会会場場のの開開場場時時間間はは９９時時、、閉閉場場時時間間はは１１６６時時でですす。。９９時時以以前前はは会会場場にに入入れれまませせんんののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。  

◆◆会会場場付付近近のの地地図図  

  

  

  

会会場場付付近近ににははココンンビビニニははあありりまませせんん。。  

昼昼食食はは駅駅ななどどででおお求求めめくくだだささいい。。  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

２２..大大会会のの流流れれ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

大大会会会会場場はは秦秦野野市市立立北北公公民民館館２２階階でですす。。正正面面玄玄関関とと１１階階はは立立ちち入入りり禁禁止止でですす。。専専用用出出入入りり口口ををごご使使用用くくだだささいい。。  

（（＊＊会会場場内内レレイイアアウウトトはは、、当当日日掲掲示示ししまますす））  

ＳＳＩＩカカーードドレレンンタタルルのの方方はは直直接接更更衣衣所所へへ  ママイイＳＳＩＩカカーードドのの方方はは受受付付へへ  当当日日受受付付のの方方はは受受付付へへ  

事事前前申申込込のの方方  当当日日申申込込のの方方  

受受    付付  

更更衣衣所所・・ＳＳＩＩカカーードド配配布布所所（（北北公公民民館館２２階階））、、公公式式掲掲示示板板をを必必ずずごご覧覧くくだだささいい  

  

ススタターートト地地区区ままでで赤赤色色テテーーププ誘誘導導約約３３ｋｋｍｍ（（登登りり１１８８００ｍｍ））  

※※  徒徒歩歩約約４４５５分分  

※※  ウウォォーームムアアッッププはは誘誘導導区区間間ををごご利利用用くくだだささいい。。  

ススタターートト  ((１１１１::００００～～１１２２：：３３００））  

競競  技技  

フフィィニニッッシシュュ（（閉閉鎖鎖時時刻刻１１４４：：００００））  

会会場場ままででテテーーププ誘誘導導  

案案内内ををフフィィニニッッシシュュ地地区区にに掲掲示示  

会会  場場（（秦秦野野市市立立北北公公民民館館２２階階））  

ＳＳＩＩカカーードド読読みみ取取りり・・ララッッププ交交付付・・速速報報・・表表彰彰式式  

大大会会終終了了  

PP  参参加加者者駐駐車車場場  
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３３．．テテレレイインン・・地地図図ににつついいてて  
  

３３－－１１テテレレイインンププロロフフィィーールル  

今今回回ののテテレレイインンはは旧旧ママッッププ「「菜菜のの花花台台」」のの西西部部をを使使用用ししまますす。。地地図図調調査査ににははＧＧＰＰＳＳをを導導入入ししててささららにに精精度度をを上上げげままししたた。。比比較較的的
急急峻峻ななテテレレイインンでですすがが、、後後援援ししてていいたただだいいたた””ははだだのの里里山山保保全全再再生生活活動動団団体体等等連連絡絡協協議議会会””のの皆皆ささんんのの手手にによよりり良良くく整整備備さされれ
たた通通行行可可能能度度のの良良いい広広葉葉樹樹林林とと針針葉葉樹樹ととかかららななりり、、非非常常にに走走りり易易くくススピピーーデディィななレレーーススがが期期待待ででききまますす。。テテレレイインンをを横横切切るる鹿鹿よよ
けけのの柵柵にによよりりルルーートトがが制制限限さされれるる箇箇所所ががああるるもものののの、、すすべべててののククララススでで高高いい直直進進能能力力がが要要求求さされれまますす。。勝勝敗敗はは高高精精度度ののナナビビゲゲ
ーーシショョンン力力とと急急斜斜面面をを移移動動すするる体体力力・・走走力力にによよりり決決定定すするるででししょょうう。。  

  

３３－－２２地地図図  

◆◆ＡＡ４４版版、、縮縮尺尺１１：：１１００００００００、、等等高高線線間間隔隔５５ｍｍ、、通通行行可可能能度度４４段段階階  
（（縮縮尺尺１１：：７７５５００００をを一一部部ククララススでで使使用用ししまますす））  
◆◆２２００００８８年年１１２２月月～～２２００００９９年年１１月月再再調調査査、、拡拡大大リリメメイイクク  
◆◆地地図図記記号号表表記記ＪＪＳＳＯＯＭＭ２２００００７７準準拠拠  
◆◆特特殊殊なな人人口口特特徴徴物物（（色色：：黒黒））  ＸＸ：：石石碑碑・・ほほここらら、、○○：：落落葉葉集集積積場場  
◆◆ココンントトロローールル位位置置説説明明ははＩＩＯＯＦＦ記記号号にによよるる（（ＪＪＳＳＣＣＤＤ２２００００８８準準拠拠））  

  

４４．．ココーースス一一覧覧ととウウイイニニンンググタタイイムム  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

◆◆ＭＭ５５００ＡＡ、、ＭＭ６６５５ＡＡ、、ＷＷ５５００ＡＡ、、ＭＭ１１５５ＡＡ，，ＷＷ１１５５ＡＡ，，ＢＢ、、ＯＯＢＢはは１１：：７７５５００００のの地地図図をを使使用用ししまますす。。  
◆◆競競技技時時間間はは、、ＡＡククララススののみみ７７５５分分ととししまますす。。競競技技時時間間をを越越ええたた場場合合はは、、失失格格ととななりりまますす。。  
◆◆当当日日申申込込みみののククララススははＯＯＡＡ、、ＯＯＢＢににななりりまますす。。  

  

５５．．受受付付  
◆◆事事前前申申込込のの方方  
＊＊ＳＳＩＩカカーードドレレンンタタルルのの方方はは受受付付をを通通るる必必要要ははあありりまませせんん。。  
＊＊ママイイＳＳＩＩカカーードドのの方方はは、、受受付付ででＳＳＩＩカカーードドののククリリアアととララベベルルのの貼貼りり付付けけをを行行なないいまますすののでで、、必必ずずおお越越ししくくだだささいい。。  
＊＊申申込込内内容容等等にに不不備備ののああるる方方はは、、メメモモががＳＳＩＩカカーードド配配布布所所ににあありりまますすののでで、、メメモモをを持持っってて受受付付へへおお越越ししくくだだささいい。。  

◆◆当当日日申申込込のの方方  
＊＊受受付付時時間間９９時時００００分分～～１１００時時３３００分分  
＊＊申申込込書書にに必必要要事事項項をを記記入入しし、、参参加加費費ををおお支支払払いいくくだだささいい。。  
＊＊ススタターートト時時刻刻はは申申しし込込みみとと同同時時にに指指定定ししまますす。。  
＊＊ＳＳＩＩカカーードド・・ププロロググララムムををおお渡渡ししししまますす。。  

  

６６．．公公式式掲掲示示板板  
◆◆競競技技にに関関すするる注注意意事事項項、、変変更更事事項項をを掲掲示示ししまますすののでで、、必必ずずごご覧覧くくだだささいい。。  

  

７７．．更更衣衣所所・・ＳＳＩＩカカーードド  
７７－－１１  更更衣衣所所・・ＳＳＩＩカカーードド配配布布  

◆◆参参加加者者のの会会場場へへのの出出入入りりはは公公民民館館裏裏口口をを使使用用ししまますす。。（（正正面面玄玄関関かかららのの出出入入りりはは不不可可。。１１階階はは立立ちち入入りり禁禁止止。。））  
◆◆更更衣衣所所はは男男子子、、女女子子とともも２２階階ににななりりまますす。。（（詳詳ししいいレレイイアアウウトトはは会会場場入入口口にに掲掲示示ししまますす））  
◆◆（（事事前前申申込込のの方方へへ））レレンンタタルルをを希希望望さされれたた方方はは、、ＳＳＩＩカカーードド配配布布所所にに置置いいててあありりまますすののでで、、ごご自自分分のの名名前前・・ククララススをを確確認認ししてておお
持持ちちくくだだささいい。。他他人人ののＳＳＩＩカカーードドはは持持っってていいかかなないいででくくだだささいい。。  

◆◆ココンントトロローールル位位置置説説明明をを会会場場内内でで配配布布ししまますすののででおお持持ちちくくだだささいい。。  
◆◆ススタターートトへへ向向かかうう前前にに、、会会場場内内ののパパンンチチ台台見見本本ののユユニニッットトにに、、必必ずずごご自自分分ののＳＳＩＩカカーードドをを差差しし込込んんででユユニニッットトのの発発光光かか「「ピピッッ」」とと
いいうう音音がが出出るるかか確確認認ししててくくだだささいい。。万万一一、、光光やや音音にによよるる反反応応ががなないい場場合合はは、、直直ちちにに受受付付にに申申しし出出ててくくだだささいい。。  

◆◆会会場場内内はは喫喫煙煙禁禁止止でですす。。（（飲飲食食はは可可能能でですす））  

ククララスス  ココーースス距距離離  

（（ｋｋｍｍ））  

登登距距離離  

（（ｋｋｍｍ））  

ウウイイニニンンググ  

タタイイムム（（分分））  

ククララスス  ココーースス距距離離  

（（ｋｋｍｍ））  

登登距距離離  

（（ｋｋｍｍ））  

ウウイイニニンンググ  

タタイイムム（（分分））  

ＭＭ２２１１ＡＡ11//ＭＭ２２１１ＡＡ２２  ３３．．７７//３３．．６６  ２２１１００//２２２２００  ３３００  ＭＭ６６５５ＡＡ  
１１．．９９  １１００００  

２２５５  

ＷＷ２２１１ＡＡ  ２２．．９９  １１７７００  ３３３３  ＷＷ２２００ＡＡ  ２２８８  

ＭＭ３３５５ＡＡ  
３３．．００  １１５５００  

３３２２  ＭＭ１１５５ＡＡ  
１１．．５５  ７７００  

２２５５  

ＯＯＡＡ    ＷＷ５５００ＡＡ  ２２５５  

ＭＭ２２００ＡＡ  

２２．．２２  １１２２００  

２２５５  ＷＷ１１５５ＡＡ  １１．．４４  ７７００  ２２５５  

ＭＭ５５００ＡＡ  ２２５５  ＢＢ  
１１．．７７  ――――  ――――  

ＷＷ３３５５ＡＡ  ３３００  ＯＯＢＢ  
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◆◆会会場場内内とと裏裏口口のの水水場場ででのの靴靴洗洗いいはは禁禁止止ししまますす。。ままたた会会場場内内ででのの足足洗洗いいもも禁禁止止ししまますす。。  
◆◆自自分分でで出出ししたたゴゴミミははももちちろろんん、、目目ににつついいたたゴゴミミもも一一緒緒にに持持ちち帰帰るるよよううににししてて下下ささいい。。来来たた時時よよりりももききれれいいににししてて帰帰りりままししょょうう。。  

７７－－２２  ＳＳＩＩカカーードドににつついいてて  

◆◆本本大大会会でではは全全参参加加者者ががＳＳＰＰＯＯＲＲＴＴＩＩｄｄｅｅｎｎｔｔ社社製製電電子子パパンンチチ（（以以下下ＳＳＩＩ））シシスステテ
ムムをを使使用用ししまますす。。  

◆◆ＳＳＩＩシシスステテムムはは、、選選手手個個人人がが持持つつ「「ＳＳＩＩカカーードド」」をを各各ココンントトロローールルにに設設置置ししてて
ああるる「「ＳＳＩＩユユニニッットト」」にに差差しし込込むむここととででココンントトロローールル通通過過がが成成立立ししまますす。。（（光光
とと音音でで確確認認ででききまますす,,差差込込みみ時時のの方方向向性性ははあありりまませせんん））。。  

◆◆ＳＳＩＩカカーードドをを紛紛失失さされれたた方方はは失失格格ととななりりまますす。。ままたた、、ＳＳＩＩカカーードドをを破破損損・・紛紛失失
さされれたた場場合合はは実実費費((４４００００００円円））をを申申しし受受けけまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。  

  

８８．．競競技技  
◆◆ココンントトロローールルはは指指定定さされれたた順順番番でで回回っっててくくだだささいい。。  
◆◆ココンントトロローールルでではは必必ずず番番号号をを確確認認ししててかからら、、ＳＳＩＩカカーードドををユユニニッットトのの穴穴にに
差差しし込込んんででパパンンチチししててくくだだささいい。。  

◆◆音音ままたたはは光光をを必必ずず確確認認ししててくくだだささいい。。確確認認ででききなないい場場合合ににはは、、ＳＳＩＩカカーードドにに通通過過記記録録がが残残ららなないいののででごご注注意意くくだだささいい。。  
◆◆複複数数ののユユニニッットトがが設設置置さされれてていいるるココンントトロローールルががあありりまますすがが、、どどちちららをを使使用用ししててももＯＯＫＫでですす。。  
◆◆万万一一ユユニニッットトがが光光ららずず音音もも鳴鳴ららなないい場場合合はは、、備備ええ付付けけのの針針式式パパンンチチをを地地図図ののリリザザーーブブ欄欄ににパパ
ンンチチししててくくだだささいい。。  

◆◆ココンントトロローールルのの通通過過順順、、ももししくくははココンントトロローールルをを間間違違ええたた場場合合はは、、正正ししいいココンントトロローールルかからら回回りり
直直すすここととでで正正規規のの記記録録ととししてて扱扱わわれれまますす。。  

  

◆◆テテレレイインン内内ににはは鹿鹿よよけけのの柵柵がが設設置置さされれ、、通通行行がが制制限限さされれてていいるる箇箇所所がが有有りりまますす。。通通過過可可能能なな
ポポイインントト（（渡渡過過点点））がが地地図図にに記記載載さされれてていいまますすののでで、、そそのの場場所所以以外外でではは通通過過ははししなないいででくくだだささ
いい。。違違反反ししたた場場合合ににはは失失格格ににななりりまますす。。ままたた、、係係員員ががいいるる場場合合ににはは指指示示にに従従っっててくくだだささいい。。渡渡
過過点点のの記記号号はは地地図図見見本本ででごご確確認認くくだだささいい。。  

◆◆給給水水及及びび救救護護所所はは設設置置いいたたししまませせんん。。  
◆◆怪怪我我人人をを発発見見ししたた場場合合はは、、場場所所・・状状況況ををももよよりりのの役役員員にに連連絡絡ししててくくだだささいい。。怪怪我我人人のの救救助助はは競競技技よよりり優優先先さされれまますす。。  

  

８８－－１１．．ススタターートト  

◆◆会会場場かかららススタターートト地地区区ままでではは、、赤赤テテーーププのの誘誘導導徒徒歩歩約約４４５５分分でですす。。防防寒寒着着のの輸輸送送ははあありりまませせんん。。  
◆◆ＳＳＩＩカカーードドのの無無いい方方ははススタターートトででききまませせんん。。  
◆◆時時刻刻表表示示はは現現在在時時刻刻をを示示ししてていいまますす。。  

◆◆ススタターートト方方法法  

３３分分前前：：係係員員ののチチェェッッククをを受受けけ、、チチェェッッククユユニニッットトででＳＳＩＩカカーードドのの最最終終動動作作確確認認をを行行っっててかからら枠枠にに入入っっててくくだだささいい。。  
２２分分前前：：枠枠をを１１つつ進進んんででくくだだささいい。。  
１１分分前前：：枠枠をを１１つつ進進みみ、、自自分分ののククララススのの地地図図をを取取っっててくくだだささいい。。（（地地図図はは見見なないいででくくだだささいい））  
ススタターートト：：ブブザザーーをを合合図図ににススタターートトししててくくだだささいい。。ススタターートト後後はは赤赤白白テテーーププ誘誘導導にに沿沿っってて進進むむととココンントトロローールルフフララッッググががあありりまま
すす。。ここここがが地地図図上上ののススタターートト地地点点（（△△））ととななりりまますす。。  

◆◆遅遅刻刻者者はは、、係係員員のの指指示示にに従従っっててくくだだささいい。。遅遅刻刻者者のの記記録録はは、、正正規規ののススタターートト時時刻刻かからら計計算算ししてて、、正正規規のの記記録録ととししてて扱扱いいまますす。。  
◆◆ススタターートトはは””１１２２時時３３００分分””にに閉閉鎖鎖ししまますす。。閉閉鎖鎖時時刻刻以以降降ははススタターートト出出来来まませせんんののででごご注注意意くくだだささいい。。  
◆◆自自分分ののククララススのの地地図図をを取取るるここととはは、、競競技技者者のの責責任任ににななりりまますす。。間間違違ええなないいよよううににししててくくだだささいい。。  

  

８８－－２２．．フフィィニニッッシシュュ  

◆◆最最終終ココンントトロローールルかかららフフィィニニッッシシュュままでではは、、赤赤白白テテーーププ誘誘導導でですす。。  
◆◆フフィィニニッッシシュュははパパンンチチンンググフフィィニニッッシシュュでですす。。  
◆◆競競技技終終了了はは１１４４時時でですす。。競競技技途途中中ででああっっててももここのの時時刻刻ままででにに競競技技をを終終了了ししててくくだだささいい。。ココンントトロローールル及及びびフフィィニニッッシシュュははここのの時時
刻刻にに撤撤収収・・閉閉鎖鎖さされれまますす  

◆◆競競技技途途中中でで棄棄権権すするる場場合合もも、、必必ずずフフィィニニッッシシュュをを通通過過ししててくくだだささいい。。ややむむをを得得ずずフフィィニニッッシシュュをを通通過過ででききなないい場場合合ででもも、、必必ずず会会
場場へへ戻戻りり役役員員にに連連絡絡ししててくくだだささいい。。連連絡絡ががなないいとと未未帰帰還還者者・・行行方方不不明明者者ととししてて扱扱わわれれまますす。。  

◆◆フフィィニニッッシシュュでではは苦苦情情・・申申告告等等はは受受付付けけまませせんん。。大大会会本本部部ででおお願願いいししまますす。。  
◆◆フフィィニニッッシシュュでで地地図図回回収収をを行行なないいまませせんん。。（（ススタターートト前前のの競競技技者者ににはは地地図図をを見見せせなないいででくくだだささいい。。））  
◆◆ＳＳＩＩカカーードドははフフィィニニッッシシュュでではは回回収収ししまませせんん、、会会場場ままででおお持持ちちくくだだささいい。。会会場場のの入入りり口口ででカカーードドをを読読みみ取取りり、、ララッッププデデーータタををおお渡渡しし
ししまますす。。ままたたママイイカカーードドはは原原則則ととししてて読読取取りり確確認認後後ににおお返返ししししまますす。。  

◆◆フフィィニニッッシシュュかからら会会場場ままででのの案案内内はは、、フフィィニニッッシシュュ地地区区にに掲掲示示いいたたししまますす。。  
◆◆地地図図ののリリザザーーブブ欄欄をを使使用用ししパパンンチチををししたた場場合合はは、、本本部部にに申申告告ししＳＳＩＩカカーードドとと地地図図をを渡渡ししててくくだだささいい。。  
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９９．．そそのの他他  
９９ーー１１申申告告  

◆◆申申告告・・問問合合せせはは、、大大会会本本部部にに備備ええつつけけのの書書面面にに記記載載しし大大会会本本部部にに提提出出ししててくくだだささいい。。回回答答はは公公式式掲掲示示板板にに掲掲示示ししまますす。。  

  

９９－－２２欠欠席席者者のの地地図図  

◆◆ススタターートト閉閉鎖鎖時時刻刻後後をを目目安安ととししてて、、欠欠席席者者のの地地図図をを会会場場ででおお渡渡ししししまますす。。欠欠席席者者のの地地図図のの郵郵送送はは行行なないいまませせんん。。  

  

９９－－３３表表彰彰式式  

◆◆表表彰彰式式はは確確定定ししたたククララススかからら会会場場でで行行なないいまますす。。  
◆◆各各ククララススのの上上位位３３位位ままででをを表表彰彰ししまますす。。（（但但しし、、当当日日ククララススはは除除くく））  
  
９９－－４４成成績績表表受受付付・・地地図図販販売売  
◆◆成成績績表表受受付付・・地地図図販販売売はは１１２２時時頃頃よよりり会会場場でで行行なないいまますす。。  
成成績績表表：：３３００００円円  全全ココンントトロローールル図図：：３３００００円円  ココーースス図図：：２２００００円円  
ななおお、、本本大大会会のの成成績績はは成成績績確確定定次次第第、、ＷＷｅｅｂｂ上上ででもも公公開開ししまますす。。  

  

１１００．．注注意意事事項項  
◆◆代代理理出出走走はは認認めめまませせんん。。  
◆◆テテレレイインン内内のの林林道道はは作作業業用用のの大大型型車車両両がが通通行行ししてていいまますすののでで、、林林かかららいいききななりり林林道道にに飛飛びび出出すすののはは非非常常にに危危険険でですす。。林林道道
へへ出出るるととききはは、、自自動動車車のの通通行行にに十十分分注注意意ししててくくだだささいい。。  

◆◆落落ちち葉葉でで滑滑りりややすすいい個個所所ががあありりまますすののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。  
◆◆柵柵のの支支線線がが斜斜めめににははらられれてていいまますすののでで、、柵柵にに沿沿っってて走走行行すするる場場合合ににはは注注意意ししててくくだだささいい。。  
◆◆靴靴ににつついいててのの制制限限ははあありりまませせんん。。  
◆◆会会場場おおよよびびテテレレイインン内内ででのの火火気気使使用用はは禁禁止止でですす。。タタババココはは絶絶対対にに吸吸わわなないいででくくだだささいい。。  
◆◆大大会会当当日日のの天天候候にによよりり主主催催者者がが参参加加者者のの安安全全がが確確保保ででききなないいとと判判断断ししたた場場合合はは、、大大会会をを中中止止ししまますす。。ななおお、、大大会会がが中中止止のの
場場合合ででもも参参加加費費のの返返金金はは行行いいまませせんんののででああららかかじじめめごご了了承承くくだだささいい。。  

◆◆ススポポーーツツ傷傷害害保保険険ににはは主主催催者者側側でで加加入入ししまますすがが、、万万一一にに備備ええてて健健康康保保険険証証ををごご持持参参くくだだささいい。。  
◆◆主主催催者者はは参参加加者者がが自自分分自自身身及及びび第第三三者者にに与与ええたた損損害害にに対対しし一一切切責責任任をを負負いいまませせんん。。  
◆◆本本大大会会参参加加予予定定者者ののテテレレイインンへへののオオリリエエンンテテーーリリンンググ目目的的ででのの事事前前立立入入をを禁禁止止ししまますす。。  
◆◆会会場場内内ででのの飲飲食食物物のの販販売売ははあありりまませせんん。。ななおお、、飲飲物物ににつついいててはは近近くくのの自自販販機機ををごご利利用用くくだだささいい。。  
◆◆会会場場付付近近ににははココンンビビニニエエンンスススストトアアははあありりまませせんん。。ババスス乗乗車車前前ににおお求求めめくくだだささいい。。  
◆◆ごごみみはは各各自自自自宅宅ままででおお持持帰帰りりくくだだささいい。。駅駅やや会会場場周周辺辺にに捨捨ててなないいででくくだだささいい。。  

  

１１１１．．大大会会運運営営へへ協協力力ののおお願願いい  
◆◆会会場場のの清清潔潔なな利利用用へへののごご協協力力ををおお願願いい致致ししまますす。。本本大大会会はは尐尐人人数数ででのの運運営営ととななりりまますすののでで、、ススムムーーズズなな運運営営ににももごご協協力力をを
おお願願いい致致ししまますす。。  

  

１１２２．．問問合合せせ先先（（大大会会全全般般にに関関すするるおお問問いい合合わわせせ））  
  
◆◆前前日日ままででははＯＯＬＬＣＣササンン・・ススーーシシ冨冨樫樫勉勉（（トトガガシシツツトトムム））  
ＥＥ－－ＭＭａａｉｉｌｌ  ttooggaasshhii◆◆mmuujj..bbiigglloobbee..nnee..jjpp（（◆◆をを＠＠にに変変更更ししててくくだだささいい））  
ＴＴＥＥＬＬ  ００４４６６３３－－７７５５－－００００４４５５（（１１８８：：００００～～２２１１：：００００））  

  
◆◆当当日日ははＯＯＬＬＣＣササンン・・ススーーシシ久久保保井井輝輝政政（（ククボボイイテテルルママササ））  
ＴＴＥＥＬＬ（（携携帯帯））００８８００－－１１００４４５５－－００８８２２９９  

  


