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第２０回ウエスタンカップリレー 

オリエンテーリング大会 
IC88,IC96 リレーテレインにて開催 ！！ 

前日イベントは奥鹿野( IC2003 モデルイベントテレイン)にて ！ 

 

◇開催日：２００３年１２月７日（日） 雨天決行・荒天中止 

◇開催地：奈良県山辺郡都祁村 

◇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) 

◇会場：奈良県立青少年野外活動センター 

◇交通：近鉄「榛原」駅より奈良交通バスで約１５分、「吐山」停留場にて下車、 

「吐山」停留所より徒歩１０分 

※ 会場近くに駐車場を用意しましたが駐車台数に限りがあります。車でのお越しを

希望される方は駐車券を発行いたします。ご希望が多い場合、抽選となりますのでご

了承ください。また、当日駐車券をお持ちでない方の車でのお越しはご遠慮ください。

路上駐車などは絶対になさらないようお願いします。 

◇地図：O-MAP「大和高原都介野」リメイク 

◇受付時間：９：００～１０：００ 

◇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 カード使用 

◇大会ホームページ： 

http://www.orienteering.com/~kansai/western/ 
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◇クラス： 
※年齢は２００４年３月３１日現在の満年齢 
※全ての男子クラスに女性が参加することを妨げません 
※クラスにはカップ対象(代表)クラスと一般クラスとスプリントクラスがあります 
＜カップ対象(代表)クラス＞  
・ＭＡ 男子、年齢無制限 
・ＷＡ 女子、年齢無制限 
・Ｓ  性別不問、40 歳以上の者のみで構成されたチーム 
・J  性別不問、18 歳以下の者のみで構成されたチーム 
・ＭＦ 男子大学生、学連登録初年度の者のみで構成されたチーム 
・ＷＦ 女子大学生、学連登録初年度の者のみで構成されたチーム 

※ただし、MF,WFは高校生(18 歳以下)のクラブ代表の参加も認めます 

 
以上のクラスは、下記のカップ対象資格を満たす事を条件とします 
１．チームメンバー３人が同じカップ対象クラブに大会６ヶ月前の月末（2003 年 6 月末）

より大会当日まで所属すること。 
２．MA、WA 代表クラスに関しては 1 クラブにつき１チームとします。 
３．チーム名にクラブ名(略称可)を含むこと。 
４．MF、WF において、メンバーが異なる大学に所属している場合でも、クラブ活動を共

にしていると主催者が判断した場合、代表チームと認める。 
 ※なお、カップ対象クラブとは以下の条件のいずれかを満たすものとします。 
１．JOA 会員（都道府県協会・委員会）に所属するクラブ 
２．日本学連に加盟する学校 
３．主催者が適格と認めたクラブ 
※主催者が適格と認めたクラブとは、海外のクラブ、JOA 会員となっていない県に所在し

日常から活発に活動しているクラブ、高校クラブなどを言います 
 
＜一般クラス＞  
・ＭＡ 男子、年齢無制限 
・ＷＡ 女子、年齢無制限 
・ＭＡＳ 男子、年齢無制限 
・Ｂ  性別不問、年齢無制限 
・ＭＩＸ  性別不問、年齢無制限（１走２走はＢ相当、３走はＷＡ・ＭＡＳ相当） 

 
＜スプリントクラス＞ 
・ＳＡＬ 性別不問、年齢無制限（上級、距離長め） 
・ＳＡＳ 性別不問、年齢無制限（上級、距離短め） 
・ＳＢ  性別不問、年齢無制限（中級）
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◇リレークラスの選手・走順変更について： 

１）当日受付にて、書面で最終オーダーを提出していただく予定です。 

２）代表チーム  

ＭＡ、ＷＡについては、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。リザーブ登録を希望するチームは、参加申込書のリザーブ欄に「リザ

ーブ選手名・年齢・性別」を明記して下さい。 

Ｓ、ＭF、ＷF については、自由に選手・走順の変更ができますが、変更が最小限とな

るよう事前エントリーして下さい。変更の結果代表チームの要件を満たさなくなった場

合は、一般クラス扱いとします。 

３）一般チーム  

選手・走順の変更は認めますが、 変更が最小限となるよう事前エントリーして下さい。 

※２度目以降の出走となる選手を含むチームは参考記録となります。 

 

◇参加費： 

・リレー：１チーム 6000 円（ただし、高校生以下を 1 人でも含むチームは、3000 円） 

・スプリント：2000 円（高校生以下は、1000 円） 

 

◇エントリー方法： 

※当日申込はありません。ご注意ください。 

１．郵送申込の場合 

下記送金先に参加費を送金後、参加申込書、プログラム返信用封筒（定型最大、 90 円

切手添付、宛名明記。複数部も可）を以下に郵送して下さい。 

●郵送先 

〒657-0066 兵庫県神戸市灘区篠原中町 3-4-6 ダイヤデート 402 

村上 憲一 

※プログラムは、提出された返信用封筒に 1 部ずつ入れて郵送します。 

●送金先 

以下の郵便振替口座に参加料相当額を送金して下さい。 

通信欄にクラス、チーム名を記入して下さい。 

（複数チームをまとめる場合は、全チーム記入して下さい） 

口座番号：００９８０－３－２４５７４１ 

加入者名：ウエスタンカップリレー２００３実行委員会
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２．E-mail 申込 
送金先（郵送申込と同じ）に参加費を送金後、メール本文に下記の記入必要事項を明

記してメールで送信して下さい。なお、題名 (subject)には"ウエスタンカップ申込み"
と記して下さい。 
●メール送信先 dfbxa708@kcc.zaq.ne.jp （村上 憲一） 
記入必要事項（区切りは半角カンマで） 

参加クラス,代表／一般,チーム名（10 文字以内）,代表者氏名,住所,TEL, 
メールアドレス,第一走者／スプリント参加者 

（氏名,年齢,性別,交通手段(車・公共交通機関・その他)）, 
第二走者（氏名,年齢,性別,交通手段）, 第三走者（氏名,年齢,性別,交通手段）, 
リザーブ 1（氏名,年齢,性別）, リザーブ２（氏名,年齢,性別）, 
振込手続者(振込人名義), 振込日時,振込局名,駐車券の希望の有無 
記入例 

ＭＡ,神戸大 OLK,代表,神戸太郎,〒657-0000 兵庫県神戸市灘区篠原台 1-1, 

078-1234-5678,taro@kobe.ne.jp,神戸太郎,20,男,車,京都次郎,25,男,車, 
大阪三郎,30,男,車,奈良四郎,35,男,公,滋賀五郎,40,男,公, 
神戸太郎,10 月 5 日,兵庫中央郵便局,有 

 
※E-mail で申込された場合、プログラムは、E-mail＋Web ページでの送付となります。

郵送を希望される場合は、別途、プログラム返信用封筒（定型最大、90 円切手添付、宛

名明記、複数部も可）を郵送申込の申込先まで送付して下さい。提出された返信用封筒

に 1 部ずつ入れて郵送します。 

 
３．スポーツエントリーによる申込 

当大会ホームページから WEB 申込（スポーツエントリー）をする場合、クレジット

カードで支払う方法とコンビニエンスストア（ローソンかセブンイレブン）で支払う

方法があります。WEB 申込の際、指示に従って支払い方法を選んでください。 

 
４．会場申込 

以下のＯＬ大会会場で申込受付けを予定していますのでご利用ください。   
・8 月 16 日 クラブカップ 7 人リレー 
・10 月 5 日 第二回関西学連定例戦 
・10 月 19 日 京大大会 
・11 月 16 日 インカレショート 
・11 月 23 日 全日本リレー大会 

※会場申込で、プログラムの送付を希望される場合は、参加費にプラスして（100 円×郵

送が必要な部数）をいただきます。
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◇申込締切： 

2003 年 11 月 23 日消印有効（E-mail の場合は必着） 

 

◇問い合わせ先： 

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 

 

◇その他： 

１）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。 

２）プログラムは大会一週間前までに到着するように送付し、WEB ページで公開します。

もし、到着しない場合は問い合わせ先に連絡して下さい。 

３）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。 

４）参加者が、自分自身あるいは他へ与えた損害、損傷、傷害等については、主催者は一

切の責任を負いません。 

５）会場およびテレイン内は禁煙です（厳守）。 

６）耕作地や民家の敷地内は立入禁止です。 

７）ゴミは各自でお持ち帰り下さい。 

 

◇前日イベント： 

IC2003 モデルイベントテレイン「奥鹿野」にてウエスタンカップ前日イベントを行いま

す。是非ご参加下さい。詳細は決まり次第大会 HP に掲載します。 

 

◇前日の宿泊について： 

大会参加者は大会前日に、大会会場となる奈良県立青少年野外活動センターに宿泊(一泊

二食付き 1900 円)することが出来ます。宿泊申し込みはこちらで一括して行いますので、

ご希望の方は大会 HP の「前日の宿泊について」をご覧下さい。
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第２０回ウエスタンカップリレー大会 参加申込書 

 

※スプリントクラスの場合は、2、3、9、10、11、12 を空白にして下さい 

1.参加クラス  

2.チーム名(１０文字以内)  

3.代表／一般チーム 代表 ／  一般 

4.代表者氏名  

5.住所 〒 

6.TEL  7.メールアドレス  

8.第１走者／スプリントクラス参加者 

（名前・年齢・性別・交通手段(車・公

共交通機関・その他)） 

 

 

9.第２走者 

（名前・年齢・性別・交通手段） 

 

10.第３走者 

（名前・年齢・性別・交通手段） 

 

11.リザーブ１ 

（名前・年齢・性別・交通手段） 

 

12.リザーブ２ 

（名前・年齢・性別・交通手段） 

 

13.振込手続者(振込人名義)  

14.振込日時  15.振込局名  

16.駐車券希望  する ／ しない 


