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開催日 2019年２月17日（日）雨天決行・荒天中止 

場所  大阪府枚方市「山田池公園」 

会場  山田池公園多目的広場 

主催  大阪オリエンテーリングクラブ 

協力  大阪府オリエンテーリング協会 

役員  実行委員長   ：玉木 圭介 

    運営責任者   ：阪本  博 

    競技責任者   ：沖浦 徹二 

    コース設定責任者：木村 洋介 

地図  山田池公園（全面remake） 縮尺1:5,000 等高線間隔２ｍ 調査：Nishi PRO 

交通  公共交通：ＪＲ学研都市線「藤阪」駅より北西へ1.3km 徒歩約20分 

京阪「枚方市」駅北口④乗場から京阪バス「出屋敷」下車 1.3km 徒歩約20分 

    自家用車：公園南側の第２駐車場をご利用ください（会場は徒歩すぐです） 

①一般道 国道１号「国道田口南」から東へ約1.5km 

②高速道 京都方面より 第２京阪「枚方東」ICより約10分 

大阪方面より 第２京阪「枚方学研」ICより約15分 

受付時間 9:30～（予定）  スタート 11:00～（予定） 

競技形式 リレー：３人によるポイントＯ形式 個人：一斉スタートによるポイントＯ 

通過証明/計時 emit社e-cardパンチングシステムを使用 マイカード使用可 

大会webサイト http://www.orienteering.com/~osakaolc/ 

  



■クラス 

  クラス 性別 年齢 備考 
ウィニングタイム 
（予定） 

リレー 

カップ対
象クラス 

ＭＡ代表 男子 無制限 １クラブにつき１チームのみ 120分 

ＷＡ代表 女子 無制限 １クラブにつき１チームのみ 120分 

ＭＪ代表 男子 19歳以下及び学連登録初年度の者  120分 

ＷＪ代表 女子 19歳以下及び学連登録初年度の者  120分 

ＭＳ 男子 35歳以上  120分 

ＷＳ 女子 35歳以上  120分 

ＭＶ 男子 50歳以上  120分 

ＸＶ 不問 男子65歳以上又は女子50歳以上  105分 

一般 
クラス 

ＭＡ一般 男子 無制限 ＭＡ代表クラスと同コース 120分 

ＷＡ一般 女子 無制限 ＷＡ代表クラスと同コース 120分 

ＭＪ一般 男子 無制限 ＭＪカップ対象と同コース 120分 

ＷＪ一般 女子 無制限 ＷＪカップ対象と同コース 120分 

ＭＡＳ 男子 無制限 ＭＶ相当 120分 

Ｂ 不問 無制限   90分 

ＭＩＸ 男女混合 無制限 １・２走はＢ相当、３走はＭＶ相当 100分 

個人 

ＩＡＬ 不問 無制限 ＭＡ相当  40分 

ＩＡＳ 不問 無制限 ＭＶ相当  40分 

ＩＢ 不問 無制限 Ｂ相当  30分 

Ｎ／Ｇ 不問 無制限 初心者／グループ  20分 

●カップ対象クラス参加チームは、下記のカップ対象資格を満たさなければなりません。 

１ チームメンバー３人が、大会６か月前の月末（2018年８月末）より大会当日まで、カップ対象クラブに在

籍していなければならない。 

２ ＭＡ・ＷＡ代表クラスに出場できるのは、各クラブ１チームとする。 

３ チーム名にクラブ名（略称可）を含むものとする。 

※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）に所属するクラブ 

２ 日本学連に加盟する学校 

３ 主催者が適格と判断したクラブ 

●年齢は2019年３月31日までに達する年齢です。 

●女子は男子のクラスに出場できます。 

■リレークラスの選手・走順変更について 

１ 大会当日、受付にて、書面で最終オーダーを提出していただきます。 

２ カップ対象クラス 

・ＭＡ代表、ＷＡ代表については、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」を明記してく

ださい。 

・ＭＡ代表・ＷＡ代表以外のクラスについては、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

うに事前エントリーをしてください。変更の結果、カップ対象の要件を満たさなくなった場合は、表彰の対象

となりません。 

３ ２度目以降の出走となる選手を含むチームは、参考記録とします。 

 



■参加費 

●リレー・個人とも１チーム6,000円。 

●大学（大学院）生は500円引き、高校生以下は1,300円引き。 

 例：大学生３人の場合       6,000円－500円×３＝4,500円 

   社会人１人＋大学生２名の場合 6,000円－500円×２＝5,000円 

   大学生１人＋高校生２名の場合 6,000円＝500円－1,300円×２＝2,900円 

●e-cardレンタル料300円（e-cardの使いまわしは禁止します）。 

●個人クラスの当日申込は、500円増しです。リレークラスの当日申込はありません。 

●プログラムはweb公開としますが、必要な方は参加費＋500円でチーム宛に送付します。 

●お支払いいただいた参加費などは、いかなる場合も返金致しません。ご了承ください。 

■エントリー方法 

１ e-mailでのエントリー 

・参加費を送金後、大会公式Webサイトから申し込み用Excelファイルをダウンロードした後、必要事項を入力

して、メールに添付して下記申込先へ送信をお願いします。その際、メールの件名を「w-cup申込み（団体名）」

として下さい。 

entry_osakaolc★yahoo.co.jp（★→@） 

・申込み確認次第、メールをお送りいたします。 

２ 大会会場でのエントリー 

・主要大会の会場において、受付を予定しています。 

■送金先 

郵便振替        口座番号：00960-8-10664 加入者名：大阪オリエンテーリングクラブ 

他金融機関からの振込み ゆうちょ銀行：〇九九店 当座：0010664 大阪オリエンテーリングクラブ 

■申込期間 2018年12月1日(土)～2019年1月27日(日) 

■問合せ先 osakaolc@gmail.com 

■トレーニングについて 

トレーニングテレインは、準備しません。パークＯin関西奈良大会が前日（2/16）、奈良県馬見丘陵公園で開催

されますので、ご活用ください。 

■テレイン状況 要項ver.2で公表します 

■立ち入り禁止区域 

本大会への参加を予定している方がオリエンテーリン

グ目的で、右図の山田池公園内に立ち入ることを、本大

会の競技開始まで禁止します。 

■交通手段 

１ 公共交通機関 

① ＪＲ学研都市線「藤阪」駅より北西へ1.3km 徒歩約20分 

② 京阪「枚方市」駅より18・19・20・25・27・29系統に乗車、「出屋敷」下車、1.3km 徒歩約20分 

８時台   00 05 16 26 32 42 47 55 

９時台以降 03 13 18 28 33 43 48 58 

２ 自 動 車：公園南側の第２駐車場をご利用ください（会場は徒歩すぐです） 

① 一般道 国道１号「国道田口南」から東へ約1.5km 

② 高速道 京都方面より 第２京阪「枚方東」ICより約10分 

大阪方面より 第２京阪「枚方学研」ICより約15分  



■注意事項・その他 

・競技中は、他の来園者の方の通行を優先してください。狭い道ですれ違う時などは、必ず歩行してください。 

・本大会に参加される方は、大会開催日まで、オリエンテーリング目的での山田池公園への立ち入りを禁止します。 

・プログラムは大会１週間前までに、大会公式webサイトに公開します。 

・ピン付きシューズの使用を禁止します。 

・公序良俗に反するような服装での出場は、認めません。 

・悪天候等の不測の事態によって大会の開催が困難であると主催者が判断した場合、大会を中止にすることがあり

ます。その際は大会公式Webサイトで速やかにお知らせします。 

・申込先に記載の個人情報は、本大会の運営目的以外には使用いたしません。ただし、主催者が撮影した大会中の

映像を、大会の報告や今後の広報活動に使用する場合があります。 

・レンタルe-cardを破損若しくは紛失された場合、実費を申し受けます。 

・大会参加者は自分自身の健康状態を十分に把握し、自身の責任で競技に参加して下さい。 

・競技中に負傷者を発見した場合、競技者には救護を優先する義務があります。 

・本部には救護所を設置します。 

・団体傷害保険に加入しますが、補償には限度があります。各自で健康保険証を持参するようお願いします。 

・ゴミは各自でお持ち帰りください。また、貴重品の管理は各自でお願いします。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ き り と り 線 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

第35回 ウェスタンカップリレー 参加申込書 

参加クラス 
ＭＡ（代表・一般）ＷＡ（代表・一般）ＭＪ（代表・一般）ＷＪ（代表・一般） 

ＭＳ・ＷＳ・ＭＶ・ＸＶ・ＭＡＳ・Ｂ・ＭＩＸ 

チーム名 
(10文字以内) 

          代表者氏名  

代表者住所 

〒 

代表者電話     －     －     代表者メールアドレス  

走順 氏名 
年齢 

(2019.3.31現在) 
性別 

マイカード or 
レンタル(300円) 

第１走者／個人  歳 男 ・ 女 マイカード ・ レンタル 

第２走者  歳 男 ・ 女 マイカード ・ レンタル 

第３走者  歳 男 ・ 女 マイカード ・ レンタル 

リザーブ１  歳 男 ・ 女  

リザーブ２  歳 男 ・ 女  

振込人名義  振込金額 円 振込日 月    日 

振込局名 局 紙版 プログラム(500円) 〇 ・ × 

 


