
第第第第２０２０２０２０回回回回    
ウエスタンカップリレーウエスタンカップリレーウエスタンカップリレーウエスタンカップリレー    
オリエンテーリングオリエンテーリングオリエンテーリングオリエンテーリング大会大会大会大会    

プログラムプログラムプログラムプログラム    
    

◇◇◇◇開催日開催日開催日開催日：：：：２００３２００３２００３２００３年年年年１２１２１２１２月月月月７７７７日日日日（（（（日日日日））））（（（（雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行・・・・荒天中止荒天中止荒天中止荒天中止））））    

◇◇◇◇開催地開催地開催地開催地：：：：奈奈奈奈良県山辺郡都祁村良県山辺郡都祁村良県山辺郡都祁村良県山辺郡都祁村    

◇◇◇◇地図地図地図地図    ：：：：OOOO----MAPMAPMAPMAP「「「「大和高原都介野大和高原都介野大和高原都介野大和高原都介野」」」」リメイクリメイクリメイクリメイク 
◇主催：関西学生オリエンテーリング連盟 
◇後援：日本学生オリエンテーリング連盟、奈良県オリエンテーリング協会（申請中）、 
    都祁村教育委員会 
◇地図印刷協力：大阪 OLC 
◇大会実行委員長：永田 秀樹 
◇運営責任者：保呂 毅 
◇競技責任者・コースプランナー：楠本 俊壮 
◇大会コントローラー：鈴木 康史（OLP兵庫） 
 

注意注意注意注意！！！！    
1.1.1.1.ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケンはははは各自各自各自各自でででで用意用意用意用意してもらいますしてもらいますしてもらいますしてもらいます。。。。    
2.2.2.2.地図地図地図地図のののの配布方法配布方法配布方法配布方法がががが通常通常通常通常ののののリレーリレーリレーリレー大会大会大会大会とととと違違違違いますいますいますいます。。。。このこのこのこのプログラムプログラムプログラムプログラムをををを事前事前事前事前によくによくによくによく
読読読読んでんでんでんで、、、、失格失格失格失格にならないようにごにならないようにごにならないようにごにならないようにご注意注意注意注意くださいくださいくださいください！！！！ 



◇◇◇◇実行委員長挨拶実行委員長挨拶実行委員長挨拶実行委員長挨拶◇◇◇◇    
晩秋の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。 
この度はウエスタンカップリレーオリエンテーリング大会にご参加いただき、誠にありがと

うございます。関西の伝統、ウエスタンカップも、ついに 20回目を迎えました。 
 今回のテレインは、過去にインカレのリレー競技が行われた場所です。台風の被害により、

長らく使用が制限されてきたテレインですが、見事に復活いたしました。新しく生まれ変わ

った都介野を、心ゆくまで楽しみ下さい。 
 また、今年度は青山高原でインカレが行われるということもあり、関西外からも多くの方々

に御参加頂いております。お申し込みいただいたすべての方々に、この場を借りて厚くお礼

申し上げます。 
 

第 20回ウエスタンカップリレーOL大会実行委員長 永田秀樹 
    
    

◇◇◇◇交通案内交通案内交通案内交通案内◇◇◇◇    
公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関    
  近鉄奈良線「榛原」駅北口バスターミナルより奈良交通バス「針インター」行き乗車、 
「吐山」停留所にて下車（片道約２０分、３８０円）、「吐山」停留所より徒歩約１０分 

  ※「吐山」停留所よりテープ誘導はございません。会場周辺地図を参照してください。 
 
○バスダイヤ 
 ・行き 
榛原発 ７：４０ ８：２０ １０：１０ 

 
・帰り 
吐山発 １５：２０ １６：５１ １７：０７ 
 

○チャーターバス 
８：４０に榛原駅から会場の駐車場までチャーターバスを一台出す予定です。 
１５：４５には会場の駐車場から榛原駅までチャーターバスを一台出す予定です 
料金は片道 400円です。こちらもご利用ください。 
 
 
 
 



自家用車自家用車自家用車自家用車    
名阪国道名阪国道名阪国道名阪国道「「「「針針針針インターインターインターインター」、「」、「」、「」、「福住福住福住福住イイイインターンターンターンター」」」」よりよりよりより南南南南へへへへ約約約約７７７７ｋｍｋｍｋｍｋｍ（詳しくは会場周辺地図を 
参照してください）    
 
○駐車券について 
駐車券駐車券駐車券駐車券ははははプログラムプログラムプログラムプログラムにににに同封同封同封同封していますしていますしていますしています。。。。駐車券駐車券駐車券駐車券をををを希望希望希望希望してしてしてしてプログラムプログラムプログラムプログラム郵送郵送郵送郵送をををを希望希望希望希望されてされてされてされて    
いないいないいないいない方方方方はははは大会大会大会大会 HPHPHPHPのののの駐車券駐車券駐車券駐車券についてをごについてをごについてをごについてをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    
 

  ○駐車場に関して 
・駐車券が発行されています。駐車券のない方の車でのお越しはご遠慮ください。 
・駐車場が２箇所に分かれています。係員を配置いたしますので、その指示に従って駐

車してください。 
 
 
○会場周辺地図 

 
 
 
 
 



◇◇◇◇会場会場会場会場◇◇◇◇    
  ○会場レイアウト 
    ～～～～体育館体育館体育館体育館～～～～    

    
 

～～～～会会会会場場場場（（（（グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド）～）～）～）～    

 



○会場について 
  ・会場は奈良県立青少年野外活動センターのグラウンドです。 
  ・受付は体育館内にあります。また、荷物等は体育館に置いてください。 
  ・会場及びテレイン内は火気類の持ち込み禁止です。 
  ・会場内に競技エリアの地図（「大和高原都介野」）などの持ち込みは禁止です。 
・貴重品は各自管理してください。紛失、盗難等につきましては、主催者側は一切責任 
を負いませんのでご了承ください。 

  ・ごみは各自でお持ち帰りください。 
 
◇◇◇◇競技情報競技情報競技情報競技情報◇◇◇◇ 
  ○○○○使用地図使用地図使用地図使用地図    
  O-MAP「大和高原都介野」リメイク 
    縮尺 １：１００００ 等高線間隔５ｍ 走行可能度４段階 ISOM2000準拠 
 
  ○○○○テレインテレインテレインテレイン・・・・コースプロフィールコースプロフィールコースプロフィールコースプロフィール    
野外活動センター周辺に広がる本テレインは、内部に発達した網目状の道によって多く 
の小区画に区切られています。このためレースは全般にスピーディーな展開となるでし 
ょう。一方で小区画内の地形は複雑に入り組んでおり局所での集中力と精度の高いアタ 
ックも課題となってます。 
高低差は２００メートル程と少なめですが、斜面は他の多くの関西テレイン同様急峻で 
す。そのため全クラスともレース中まとまった登りが存在します。加えて一部倒木や下 
草により走行可能度の低下している部分があり不整地の走りで差がつくことも予想され 
ます。    

クラス コース距離 登距離 予想ウイニングタイム 
MA・SAL 4500～4700ｍ 360～380ｍ 60分 

WA･S･MAS･MIX3走･SAS 3000～3200ｍ 190～200ｍ 50分 
MF・MIX１走 3000～3200ｍ 190～200ｍ 60分 

WF・B・MIX２走・SB 1000～1200ｍ 35～45ｍ 25分 
コースコースコースコース距離距離距離距離、、、、登距登距登距登距離離離離、、、、ウイニングタイムウイニングタイムウイニングタイムウイニングタイムはははは変更変更変更変更のののの可能性可能性可能性可能性がありえますがありえますがありえますがありえます。。。。そのそのそのその場合公式掲場合公式掲場合公式掲場合公式掲    
示板示板示板示板にににに記載記載記載記載しますしますしますします。。。。JJJJクラスクラスクラスクラスについてはについてはについてはについては申込申込申込申込がなかったためがなかったためがなかったためがなかったため開催開催開催開催しませんしませんしませんしません。。。。    
    
○○○○競技形式競技形式競技形式競技形式    
リレー：ポイントオリエンテーリング形式の３人によるリレー 
スプリント：個人、一斉スタートによるポイントオリエンテーリング 
※全クラス SIカードを使用 



○○○○ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン    
縦１８ｃｍ、横２５ｃｍの白色の布に、ご自分のゼッケン番号を太書きしたゼッケンを 
２枚と安全ピンを各自でご用意してください。文字の色は次のようにお願いします。 
       リレーリレーリレーリレー１１１１走走走走、、、、２２２２走走走走…………黒文字黒文字黒文字黒文字    
                            リレーリレーリレーリレー３３３３走走走走、、、、スプリントスプリントスプリントスプリント…………赤文字赤文字赤文字赤文字 
競技中はゼッケンを胸と背中の２ヶ所に見やすいように付けてください。ゼッケンのな 
い選手は出走できません。 
各自のゼッケンナンバーはエントリーリストで確認してください。リレークラスでは上 
３桁がチーム番号、４桁目は走順を表します。 
 
○○○○テープテープテープテープ誘導誘導誘導誘導    

スタートまで・ビジュアル後 赤白 
テレビ線 紫黄 
ゴールから 青白 

    
○○○○立入禁止区域立入禁止区域立入禁止区域立入禁止区域    
植林地が点在しています。地図には表記済みですが、現地ではテープなどの目印はあり 
ません。 
テレイン内に猪除けがありますが、それを蹴飛ばさないように注意してください。公式 
掲示板に写真を掲載しますので確認してください。 
テレイン内にテレビ線があります。このケーブルを切ることのないように注意してくだ

さい。なお、このこのこのこのテレビテレビテレビテレビ線線線線にはにはにはには紫黄色紫黄色紫黄色紫黄色テープテープテープテープがががが付付付付けてありますけてありますけてありますけてあります。 
 
 

◇◇◇◇当日当日当日当日のののの流流流流れれれれ◇◇◇◇ 
  ○○○○スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    
  ９：００～１０：００ 受付 
  １０：００～ 開会式 競技説明 
１０：３０ MAクラス、SALクラススタート 
１０：４０ その他クラススタート 
１２：３０ スプリント表彰式 
１３：３０ ウムスタート 
１４：００ 表彰式 
１５：００ ゴール閉鎖 
 



○○○○受付受付受付受付    ９９９９：：：：００００００００～～～～１０１０１０１０：：：：００００００００    
リレークラス出場のチームは、プログラムに添付されているオーダー表２枚に選手名と 
走順を記して、１枚を受付に提出してください。引き換えに配布物をお渡しします。も

う１枚のオーダー表は所定の掲示板に貼ってください。申込時から選手・走順に変更の 
ないチームもオーダー表を提出してください。 
MA、WAの代表チームについてはエントリー時のリザーブ登録２名を含む最大５名の範
囲内で、選手・走順の変更を認めます。その他のチームについては当該チーム要件を満

たす限り選手・走順の変更は自由です。なお、オーダー提出後の変更はできません。 
選手に欠員が出て代表チーム要件を満たせなくなった場合は、一般チームとして出走す

ることができます。また、選手が１人もしくは２人となった場合は、受付でその旨を申

し出ることで出走を認めますが、最終選手はゴールの際その旨をゴール役員に申告して

ください。 
スプリントクラス出場の方は、受付でご自分のゼッケンナンバーを申し出ていただき、

配布物をお受け取りください。 
配布物配布物配布物配布物にはにはにはには SISISISI カードカードカードカードとととと、、、、２２２２つつつつ折折折折りにしてりにしてりにしてりにして封筒詰封筒詰封筒詰封筒詰したしたしたした競技用地図競技用地図競技用地図競技用地図がががが入入入入っていますっていますっていますっています。。。。地図地図地図地図

封筒封筒封筒封筒のののの表面表面表面表面にはにはにはには各自各自各自各自ののののゼッケンナンバーゼッケンナンバーゼッケンナンバーゼッケンナンバーがががが記入記入記入記入してありますしてありますしてありますしてあります。。。。受受受受けけけけ取取取取ったらすぐにったらすぐにったらすぐにったらすぐに地図地図地図地図

封筒封筒封筒封筒のののの番号番号番号番号にににに間違間違間違間違いがないかどうかいがないかどうかいがないかどうかいがないかどうか各自各自各自各自ののののゼッケンナンバーゼッケンナンバーゼッケンナンバーゼッケンナンバーとととと照照照照らしらしらしらし合合合合わせてわせてわせてわせて確認確認確認確認しししし

てくださいてくださいてくださいてください。。。。万一間違万一間違万一間違万一間違いがあればいがあればいがあればいがあれば本部本部本部本部までまでまでまで申申申申しししし出出出出てくださいてくださいてくださいてください。。。。またまたまたまた、、、、地図封筒地図封筒地図封筒地図封筒はははは役員役員役員役員のののの

指示指示指示指示があるまでがあるまでがあるまでがあるまで絶対絶対絶対絶対にににに開封開封開封開封しないでしないでしないでしないで下下下下さいさいさいさい。。。。事前事前事前事前にににに開封開封開封開封したしたしたした選手選手選手選手はははは失格失格失格失格としとしとしとし、、、、出走出走出走出走をををを禁禁禁禁

止止止止しますしますしますします。。。。    
 
※今大会ではコンパスの貸し出しを行いません。参加者の皆様は忘れることのないよう

にお願いします。 
 
○○○○公式掲示板公式掲示板公式掲示板公式掲示板    
公式掲示板を設置します。このプログラムからの変更点など、主催者からの重要なお知

らせが掲示されますので選手の方は必ず見るようにしてください。 
 
○○○○開会式開会式開会式開会式・・・・競技説明競技説明競技説明競技説明    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～    
開会式では実行委員長挨拶、カップ返還。レプリカ贈呈、選手宣誓を行います。 
  カップカップカップカップ返還返還返還返還    MA MA MA MA 朱雀朱雀朱雀朱雀 OKOKOKOK    WA OLCWA OLCWA OLCWA OLCレオレオレオレオ    S OLPS OLPS OLPS OLP兵庫兵庫兵庫兵庫    
        選手宣誓選手宣誓選手宣誓選手宣誓    朱雀朱雀朱雀朱雀 OKOKOKOK    OLCOLCOLCOLCレオレオレオレオ（予定） 
競技説明では、諸注意とチェンジオーバーのデモンストレーションを行います。 
 
 



○○○○スタートスタートスタートスタート    １０１０１０１０：：：：３０３０３０３０、、、、１０１０１０１０：：：：４０４０４０４０    
MAクラス、SALクラスは１０：３０に、その他のクラスは１０：４０分にスタートし
ます。MAクラス、SALクラスの選手はスタート１０分前に、その他のクラスの選手は
MA クラススタート後すぐにスタート地区にお越しください。スタート地区では役員が
SIカードおよび地図封筒のチェックをします。このこのこのこの時点時点時点時点でででで地図封筒地図封筒地図封筒地図封筒がががが開封開封開封開封されているされているされているされている選選選選

手手手手はははは失格失格失格失格としとしとしとし、、、、出走出走出走出走できませんできませんできませんできません。。。。なお、選手は自己責任で正しく自分の地図を持ってき

てください。 
スタート地区では役員の指示に従い整列してください。整列後、役員の指示に従って地

図封筒を開封し、２つ折りになった地図を取り出してください。地図はスタートの合図

があってから見てください。スタート２分前までウインドブレーカーの着用を認めます

が、必ず２走後の選手が付き添ってください。スタートフラッグまでは赤白テープ誘導

に必ず従ってください。 
 
○○○○パンチパンチパンチパンチ    
SI カードを各コントロールにあるステーションに差し込むことで行います。万一 SI ス
テーションが作動しなかった場合は、コントロールに備え付けの針式パンチで地図のリ

ザーブ欄にパンチをし、その旨をゴール役員に申告してください。ただし備え付けてあ

る針式パンチはあくまで補助的なものなので電子パンチ故障の時以外は使用しないで下

さい。電子パンチが故障していない時に針式パンチを使用した場合は失格となりますの

で予めご了承ください。 
 

○○○○ビビビビジュアルジュアルジュアルジュアル区間区間区間区間    
一部のクラスを除いては後半でビジュアルコントロールを通過します。ビジュアルコン

トロールは会場から確認することが出来ます。ビジュアルコントロールを通過後、次走

者は準備をしてください。通過後速い人で１５分位で戻ってきます。運営運営運営運営のののの都合上都合上都合上都合上１４１４１４１４

時時時時５０５０５０５０分以降分以降分以降分以降ビジュアルビジュアルビジュアルビジュアルをををを通過通過通過通過したしたしたした人人人人はははは競技競技競技競技をををを中止中止中止中止してしてしてして頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。 
 
○○○○コールコールコールコール    
本大会では走者がゴール近づいてきますとチーム番号のコールをいたしますが、このコ

ールはあくまでも補助的なものですので、万一参加者に対しスタートが遅れるなどとい

った不利益が生じても主催者側は責任を負いません。 
 
 
 
 



○○○○チェンジオーバーチェンジオーバーチェンジオーバーチェンジオーバー    
次走者は前走者がチェンジオーバーゾーンにたどり着くまでに自走者待機枠にお入りく

ださい。待機枠に入る前に SI カードのチェックと地図封筒の開封を指示します。この
時点で地図封筒が開封されている選手は失格とし、出走できません。地図はチェンジオ

ーバーをした後で見てください。待機枠で地図を見た選手も失格とします。一度次走者

待機枠に入るとチェンジオーバーまで出ることはできませんのでご注意ください。 
チェンジオーバーは前走者と次走者の身体の接触により行います。また、ゴールはパン

チングフィニッシュとします。チェンジオーバー後、ゴールステーションに SI カード
を挿入してください。次走者がいない選手は、役員の指示に従って次走者が来るまで待

機所で待機し、チェンジオーバー後にパンチングフィニッシュしてください。 
 
○○○○ウムスタートウムスタートウムスタートウムスタート    １３１３１３１３：：：：３０３０３０３０    
ウムスタートは１３：３０を予定していますが、当日の状況により変更がありえます。

ウムスタートの召集は１０分前に行います。ウムスタート１分前にはチェンジオーバー

を禁止いたします。すぐにスタート場所に移動してください。 
 
○○○○ゴールゴールゴールゴール閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖    １５１５１５１５：：：：００００００００    
ゴール閉鎖は１５：００です。この時刻までにゴールできないと判断した場合は、速や

かに競技を中止してゴールに向かってください。 
 
○○○○棄権棄権棄権棄権    
途中で競技を棄権される場合は、必ずゴールを通過するか SI カードを何らかの方法で
ゴール役員に提出してください。さもないと未帰還者として捜索されます。 
 
○○○○救護所救護所救護所救護所・・・・給水所給水所給水所給水所    
テレイン内には救護所・給水所は設けません。 
 
○○○○クレームクレームクレームクレーム    
クレームはゴールでは一切受け付けません。本部備え付けの用紙に内容を記入の上提出

してください。公式掲示板にて回答します。 
 
○○○○速報速報速報速報    
速報は随時会場に掲示する予定です。 
 
 



○○○○表彰式表彰式表彰式表彰式    スプリントスプリントスプリントスプリント１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０    リレーリレーリレーリレー１４１４１４１４：：：：００００００００    
スプリントクラスの表彰式は１２：３０頃に行う予定です。各クラス１位を表彰します。

リレークラスの表彰式は１４：００頃に行う予定です。 
MA、WAの各クラスについては、代表チーム１～３位と一般チームの１位を表彰します。
S、MF、WF、MAS、B、MIXの各クラスについては、１～３位を表彰します。 
 
○○○○成績表成績表成績表成績表およびおよびおよびおよび地図返却地図返却地図返却地図返却・・・・販売販売販売販売    
ウムスタート終了後、紙版成績表の受付、地図販売、地図返却を行います。 
成績表の受付および地図販売は受付にて行います。 
地図返却は体育館内のステージ上にて行います。 
 

◇◇◇◇注意事項注意事項注意事項注意事項◇◇◇◇    
・大会当日まで O-MAP「大和高原都介野」の範囲内（ただし O-MAP「大和高原竜王淵」 
の範囲は除く）へのオリエンテーリングを目的とする立ち入りを禁止します。 
・野外活動センターは一般の方も利用されますので、一般の方の迷惑にならないように 
してください。 

  ・参加者側が自分自身もしくは他人などに与えた損害、損傷等については主催者側では

一切責任を負いません。 
  ・主催者として団体傷害保険に加入していますが、補償には限度があります。 
・ごみは必ず各自でお持ち帰りください。 
・一度支払われた参加費はいかなる理由でもお返しできません。予めご了承ください。 
・会場およびテレイン内は禁煙です。（厳守） 
・耕作地や民家の敷地内は立入禁止です。 
 
 

◇◇◇◇問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先◇◇◇◇    
        大会前日大会前日大会前日大会前日およびおよびおよびおよび当日以外当日以外当日以外当日以外    
  保呂 毅（運営責任者） 
     tel:090-4030-1103  E-mail:horo.t@nifty.com 
  村上 憲一（広報責任者） 
     tel:090-9997-6415  E-mail:dfbxa708@kcc.zaq.ne.jp 
  大会前日大会前日大会前日大会前日およびおよびおよびおよび当日当日当日当日    
  保呂 毅（運営責任者） tel:090-4030-1103 
  永田 秀樹（実行委員長）tel:090-4689-1926 
 



◇◇◇◇オーダーオーダーオーダーオーダー用紙用紙用紙用紙◇◇◇◇    
 
                                          
 
クラス 

代表・一般 
クラス 

代表・一般 

チームナンバー 

（３桁） 

チームナンバー 

（３桁） 
チーム名 

 

チーム名 

 氏名 性別 年齢  氏名 性別 年齢 
１走 

 

 

 

 

 

 

 

１走    

２走 

 

 

 

 

 

 

 

２走    

３走 

 

 

 

 

 

 

 

 

３走    

 
（注意）オーダー用紙は二枚記入し、受付時に受付役員に提出もう一枚は各自で所定の 

掲示板に貼ってください。 


