
  

 

第30回 ウエスタンカップリレー  

オリエンテーリング大会 

開催日 平成26年2月16日(日) 雨天決行・荒天中止 

会場  萩谷総合運動公園 (大阪府高槻市大字萩谷地内) 

プ ロ グ ラ ム 

主催：関西学生オリエンテーリング連盟 

後援：高槻市 

主管：関西学連2013年度ウエスタンカップ実行委員会 

協力：NishiPRO 
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実行委員長  堀 裕多 

実行委員長              堀 裕多  (大阪大学2010年度入学) 

運営責任者              高椋章太 (大阪大学2010年度入学) 

競技責任者・コースプランナー   松下睦生 (京都大学2011年度入学) 

渉外責任者              平井辰樹 (大阪大学2011年度入学) 

会計責任者              石川智之 (大阪大学2012年度入学) 

申込責任者              井口翔太 (京都大学2012年度入学) 

広報責任者              松井俊樹 (京都大学2012年度入学) 

イベントアドバイザー          幸原朋広 (みやこオリエンテーリングクラブ) 

 

運営スタッフ (五十音順) 

石川智之、糸井川壮大、伊藤悠葵、井口翔太、宇井賢、大井綾 

笠原朋樹、倉本竜太、幸原朋広、古村尭大、高椋章太、津高剛 

當坂康紘、中村陽二、長谷部達也、平井辰樹、堀裕多、松井俊樹、松下睦生 

〇ご挨拶 

〇大会役員 

 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。毎年関西地区で開催されているこの大会も今年で30回という節目を迎えました。関西学

連としてこのような歴史と伝統ある大会の運営に携われることを誇りに思うと同時に、その重みと

責任を感じております。関西圏のクラブが持ち回りで運営しているこの大会ですが、代替わりの激

しい学連には大会運営のノウハウがなくわからないことも多くありましたが、ウエスタンカップリレーと

いうブランドに恥じない大会にしようと精一杯準備を進めてきました。大会当日、参加者のみなさ

まが自身の実力を存分に発揮し、仲間とリレーを走る楽しさを味わっていただければ幸いです。 

 それでは運営者一同、みなさまのご来場をお待ちしております。 
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 ウエスタンカップは、OLP兵庫の芝昌弘氏(故人)発案のもと、1983年2月27日に第1回大会が

兵庫県三田市にて開催されました。以降、関西・西日本のクラブや府県協会が持ち回りで開催し、

今年で30回目となります。歴史を重ねた本大会は、関西のオリエンティアにとって欠かすことので

きないオリエンテーリング大会となっております。 

回 開催地 テレイン 回 開催地 テレイン 

1 兵庫県三田市 月見橋 16 滋賀県甲賀町 鹿深夢の森 

2 大阪府交野市 傍示の森 17 岡山県川上村 蒜山高原 

3 京都府宇治市 太陽が丘 18 兵庫県三木市 エオの森 

4 大阪府高槻市 白滝 19 大阪府交野市 黒添池 

5 大阪府貝塚市 葛城山麓 20 奈良県都祁村 吐山 

6 京都府京都市 御室八十八ケ所霊場 21 京都府宇治市 Sun Shine Hills 2 

7 兵庫県神戸市 道場 22 兵庫県西宮市 甲山森林公園 

8 大阪府交野市 黒添池 23 広島県庄原市 国営備北丘陵公園 

9 京都府京北町 周山街道 24 滋賀県野洲市 青年の城2 

10 滋賀県志賀町 蓬莱 25 大阪府富田林市 錦織公園 

11 中止   26 滋賀県大津市 源内峠遺跡 

12 大阪府豊能町 走落神社 27 滋賀県甲賀町 やまべのかふか 

13 兵庫県神戸市 再度山 28 兵庫県三木市 三木山森林公園 

14 奈良県菟田野町 菟田野 29 大阪府枚方市 山田池公園 

15 奈良県都祁村 都介野 30 大阪府高槻市 萩谷総合運動公園 

大会公式  

マスコットキャラクター  

(21)くん  

〇過去の開催地・テレイン 

〇ウエスタンカップとは 
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1．車でのアクセス  

 名神高速道路「茨木IC」から国道171号線を高槻方面へ約3.3㎞進み、大畑町交差点を左折

し府道115号線を約6.5㎞進むと、萩谷総合公園駐車場が右手に見えます。途中道が狭くなって

いる箇所がありますので、ご注意ください。 

 駐車場は有料です。普通車の場合、1時間ごとに100円、3時間を超えたときは300円になりま

す。利用時間は午前7時半～午後6時まで、収容台数は350台となっています。 

大畑町交差点 

(ジョーシンが目印) 

萩谷総合公園駐車場 

府道 

115号線 

〇会場へのアクセス 
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2．公共交通機関でのアクセス 

 JR京都線「摂津富田駅」下車後、北口バス乗り場へ。JR富田駅①乗場から高槻市営バス73系

統「萩谷」行き又は75系統「萩谷総合公園」行きに乗車し、「萩谷総合公園」前で下車して下さ

い。バスの所要時間は20分～25分、運賃は270円です。復路のみJR高槻駅に行くバスがござい

ます。運賃は350円です。 

JR大阪駅 

JR京都駅 

阪急梅田駅 

阪急河原町駅 

JR京都線 約2１分 

JR 

摂 

津 

富 

田 

駅 

阪急 

富田 

駅 

JR京都線 約21分 
萩 

谷 

総 

合 

公  

園 

阪急京都線 約28分 

阪急京都線 約31分 

徒歩約5分 

徒歩 

3分 
バス 

約20分 

富 

田 

駅 

① 

乗  

場 

復路    

萩谷総合公園発 富田駅着 
JR高槻駅  

北口着 
 

12:25 12:44 

  

 

13:33 13:52  

14:42 15:01 ★ 

15:50 16:09  

16:58 17:17 17:39  

往路   

富田駅①乗場        

(JR摂津富田駅北口)発 

萩谷総合  

公園着 
 

8:10 8:29 ★ 

9:05 9:24  

9:55 10:14  

バス乗り場 

 ★印のバスは続行便を運転します。当日は混

雑が予想されますので、バスをご利用の方はな

るべく★印のバスをご利用ください。 
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 〇会場案内 

・バス停・駐車場から会場への誘導は青色テープで行います。 

・会場は青空会場です。女子用の更衣テントを用意します。 

・会場付近にはコンビニエンスストアや飲食店はありません。昼食等はご持参ください。 

・誘導路は競技者も通行する競技エリアですので、接触や妨害等、競技の邪魔にならないように

お気を付け下さい。 

・競技者との接触を避けるため、渡河点を設けます。渡河点については次頁をご覧ください。 

・競技者は荷物エリア・観戦エリアとなっているオープンを通過することはできません。ご注意くださ

い。 

会場レイアウト図 
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テレインの様子 
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〇競技情報 

1．基本情報 

 ・競技形式 

  リレークラス：3人によるポイントオリエンテーリング・リレー競技 

  個人クラス：一斉スタートによるポイントオリエンテーリング・スプリント競技 

 ・計時 

  EMIT社製電子パンチングシステム(通称Eカード)を使用 

 ・使用地図 

  「萩谷総合運動公園」(高槻市オリエンテーリング協会作成、2013年完全リメイク) 

  縮尺 1:5000  等高線間隔 2.5ｍ 

  サイズＡ4横  プリンタ印刷  ポリエチレン袋封入 

  地図図式規定 JSSOM2007による 

2．テレインプロフィール 

3．コースプロフィール 

 萩谷運動公園は中央の大きな野球場、サッカー場とその周りの公園、さらにはそれらを囲む

森林からなります。森林部分は尾根上はゆるやかで小径が発達していますが、沢は深く切れ

込んでいています。しかしながら関西の他の山テレインと比べると比高は低くなっています。ま

た地形は全体的にダイナミックですがその中に所々微地形も見受けられます。  

 一部のクラスを除き7～8割が森林部分となり、体力・技術力の双方を必要とするコースに

なっています。爽快に走れる区間が多くなる中でルートチョイスや細かい地図読みが必要とす

る部分が混在するため頭の切り替えが重要となってきます。一見簡単に見えるレッグにも落とし

穴が潜んでいるかもしれません。  

4．調査依頼 

 本部備え付けの用紙に内容を記入の上、本部へ提出して下さい。フィニッシュゾーンや計算

センターでは一切受け付けませんのでご了承ください。 

 回答は公式掲示板に掲示します。 
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5．コース概要 

クラス 
コース距離 

(km) 
登高距離 (ｍ) ウィニングタイム (分) 

リ
レ
ー
ク
ラ
ス 

MA 3.4～3.5  260～265  40×3  

WA 2.7～2.8  210～215 40×3  

MJ 2.9  215～220  35×3  

WJ 2.4  140  35×3  

MS 2.7～2.8  210～215  35×3  

WS 2.3～2.4  125  35×3  

MV 2.5  165～170  35×3  

MAS 2.5  165～170  35×3  

B 1.7  65  30×3  

MIX 
1走・2走 1.7  65  

30×2＋35×1    
3走 2.5  165～170  

個
人 

IAL 3.4～3.5  260～265  40  

IAS 2.5  165～170  35 

IB 1.7  65  30  

6．通過証明 

全クラス、EMIT社のEカードを使用します。 

・同じ番号のコントロールを続けて2回以上パンチした場合は最初のパンチのみ記録されます。 

・途中で間違ったコントロールをパンチした場合は、その後正しいコントロールをパンチすれば問題

ありません。 

 例1) 3→4→5と行くべきところ、3→5とパンチしてしまった。 

    ⇒4に戻ってパンチをし、その後もう一度5でパンチする。 

 例2) 4の次に5以外のコントロールをパンチしてしまった。 

    ⇒5に戻ってパンチする。 

・Eカードが正常に作動しなかった場合は、バックアップラベルでコントロールの通過が確認できれ

ば完走とします。 

・バックアップラベルを紛失した場合でも、Eカードが正常に作動してコントロールの通過が確認でき

る限り失格とはなりませんが、Eカードが正常に作動せず通過が確認できなかった場合は失格とな

ります。 
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7．競技に関する注意事項 

・金属ピンが付いたシューズの使用は禁止します。 

・テレイン内に「ほだ場」(キノコ栽培地)があります。当日は「ほだ場」の周囲を青黄テープで囲って

いますので、テープ内には絶対に立入らないで下さい。地図にも立入禁止表記を施しています。 

・競技地図に表記されている、保全地域、花壇等の立ち入り禁止区域ならびに通行禁止ルートに

は、絶対に立入らないで下さい。無理をすれば通過できるような場合でも、これに反して通過や立

ち入りを行った競技者は失格となります。 

・パンチングフィニッシュの順番を以て、順位を判定します。 

・競技のための服装は肌を露出しないものを推奨します。 

・本大会に参加をされる方は、大会開始まで、オリエンテーリング目的での萩谷総合公園、摂津

峡公園およびその周辺の森林への立ち入りを禁止します。詳しくは要項2を参照してください。 

・競技中は接触事故等に十分注意ください。万が一、事故等発生した場合は、必ず本部まで報

告して下さい。 

・当日、故障などの理由によりＭｙＥカードからレンタルＥカードに変更する場合や、オーダー変更

のためレンタルＥカードが申請していた以上に必要になった場合は、受付までお申し付けください。

その際、レンタルEカード1枚当たり300円のレンタル料を頂戴します。 

・リレークラスの選手は安全ピンをご用意下さい。詳しくはナンバーカードの項をご覧ください。 

〇タイムスケジュール 

9:00 開場・受付開始 

10:00 受付終了・オーダー表提出締切 

10:00 開会式・デモンストレーション 

10:30 スタート(MA・WAクラス) 

10:40 スタート(MA・WAクラスを除くリレークラス) 

10:50 スタート(個人クラス) 

12:45 優勝決定 

13:15 リスタート 

13:30 表彰式 

14:30 フィニッシュ閉鎖 
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●受付(9:00～) 

 受付では、配布物の配布・オーダー変更表受付・当日申し込み受付・コンパス貸出・成績表送

付受付等の業務を行っております。 

・配布物 

 封筒内の配布物は以下の4点です。 

1．地図 

２．ゼッケン(リレークラスのみ) 

３．バックアップラベル 

４．レンタルＥカード 

・オーダー表提出 

  リレークラス各チームのうち、オーダー変更を希望するチームはオーダー表を受付に提出して

ください。期限は午前10時です。オーダー表は本プログラムに添付しているもの、もしくは当日受

付で配布しているものをお使いください。 

・選手変更 

≪ＭＡ・ＷＡ代表チーム≫ 

 ＭＡ・ＷＡ代表チームは、申込時のリザーブ登録2名を含む最大5名の中で選手・走順の変更

が可能です。欠員のため、代表チームの要件を満たさなくなった場合は一般チームとして出走可

能です。 

≪その他のチーム≫ 

 当該チームの要件を満たす限り、選手・走順の変更は自由です。 

≪全てのリレーチーム≫ 

・オーダー表提出後の選手・走順の変更はできません。 

・Eカードは、どの選手がどのＥカードを使っても構いません。但し、同じカードを2回以上使わないで

下さい。 

・1人のランナーが2回以上出走する場合（同一・複数チーム問わず）は、受付でその旨を記入し

たオーダー表を提出により申告することで、出走することができます。但し、2回目以降の出走チー

ムの記録は参考扱いとなります。選手が1人又は2人になった場合も、受付でその旨を記入した

オーダー表を提出により申告することで、出走することができます。その場合、最終選手はフィニッ

シュにてその旨を役員に申告願います。 
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●公式掲示板 

 公式掲示板を本部・受付付近に設置します。このプログラムからの変更点など、主催者からの重

要なお知らせを掲示しますので、選手の方は必ずご覧ください。 

●開会式・デモンストレーション(10:00～) 

 カップの返還とレプリカの贈呈を行います。昨年度の優勝クラブはカップをご持参のうえ、5分前に

本部前にお集まりください。 

 また、開会式に引き続いて競技説明とデモンストレーションを行います。 

・当日申し込み 

 個人クラスのみ、当日申し込みを受け付けます。受付時間は9時から10時です。地図の枚数には

限りがありますので、ご希望のクラスで参加いただけない場合があります。 

 参加費は以下の通りです。ＭｙＥカードはご使用になれません。 

 

 

 

 

・コンパス貸出 

 受付にて、コンパスを貸出します。貸し出しの際、保証金として3,000円をお預かりします。コンパス

返却の際、保証金をお返ししますが、紛失・破損させた場合はお返しできないことがあります。 

クラス 難易度 
参加費(Eカードレンタル代込) 

高校生以下 一般 

IAL MAクラス相当 

1,500円 2,500円 IAS MAS・MVクラス相当 

IB Bクラス相当 

●競技 

・競技関連の誘導 

スタート地区からスタートフラッグまで 赤白テープ 

最終コントロールからフィニッシュまで 赤白テープ 

・ナンバーカード 

 リレークラスの選手はナンバーカードをつけて出走して下さい。ナンバーカードはこちらで用意いた

しますが、安全ピンは各自でご用意ください。数に限りはありますが、受付で安全ピンの販売を行い

ます。 

 各自のナンバーは4桁で、上3桁がチームナンバー、下1桁が走順を表しています。また、走順に

よりナンバーカードの色が異なります。一走が白色、二走が水色、三走が黄色です。 

 個人クラスの選手はナンバーカードはありません。 
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・1走スタート 

 ＭＡ・ＷＡクラスは10時30分に、その他のリレークラスは10時40分に、個人クラスは10時50分にス

タートします。各クラスの第一走者ならびに個人クラス出場者はスタート時刻の5分前に地図、Ｅカード

を持って、Ｅカードをアクティベート後スタート地区にお越しください。アクティベート時にユニットのランプ

の点滅が確認できなかった方は役員にお申し付けください。新しいＥカードと交換いたします。 

・スペクテーターズコントロール 

 全クラスの選手がスペクテーターズコントロール1を、さらにMA/WA/MJ/MSクラスの選手はスペク

テーターズコントロール2を通過します。MA/WA/MJ/MSクラスのスペクテーターズコントロール1は各

区間の約50%の地点です。スペクテーターズコントロール2からは最も早い選手で10分程度でフィニッ

シュに戻ってきます。その他のクラスは、スペクテーターズコントロール1から最も早い選手で15分程

度でフィニッシュに戻ってきます。 

・次走者呼び出し 

 本大会では次走者の呼び出しはいたしません。 

 最終コントロールを通過する選手を会場から視認することもできませんので、次走者は前の選手が

スペクテーターズ区間を通過した段階でチェンジオーバーゾーンへの移動をお願いします。 

・チェンジオーバー(中継) 

 次走者は前走者がフィニッシュにたどり着くまでに、Ｅカードと自分の地図を持ってチェンジオーバー

ゾーンにお越しください。チェンジオーバーゾーンに入る際に、Ｅカードのアクティベートを行ってくださ

い。その時、ユニットのランプの点滅が確認できなかった方は役員にお申し付けください。新しいＥカー

ドと交換いたします。一度チェンジオーバーゾーン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。地図はチェンジオーバーまでは

広げないで下さい。チェンジオーバーまでに地図を見た選手は失格となります。 

・フィニッシュ 

 パンチングフィニッシュとします。 

 1走、2走の選手は、チェンジオーバー後、フィニッシュユニットにＥカードをはめ込んでください。万が

一、次走者がチェンジオーバーゾーンに来ていない場合は、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Ｅカードをはめ込んでください。 

 3走、スプリントの選手は、パンチングフィニッシュの順位がチーム・個人の順位となります。 

 パンチングフィニッシュ後、誘導にしたがって、計算センターに進み、Ｅカードの読み取りを行ってくだ

さい。レンタルＥカードは計算センターにて回収いたします。 

 リスタートの時間まで地図回収を行います。リスタートの時間より前にフィニッシュを通過した選手は

計算センター通過後、計算センター横に設置してある箱に地図をお入れください。 
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●表彰式 

 表彰式は13:30から行います。 

 リレークラスは3位まで、個人クラスは1位のみ表彰を行います。カップ対象クラスは代表チーム

のみが表彰対象ですが、一般チームが代表チームの成績より上回る場合は一般チームの1位も

表彰を行います。 

・リスタート 

 リスタートは13時15分の予定です。5分前に召集をかけますので、対象者は地図、Ｅカードを持っ

て、Ｅカードをアクティベート後、次走者待機枠にお集まりください。 

 なお、チェンジオーバーは直前まで認めます。リスタートにかかった場合でも競技時間内に完走

すれば完走として認められます。 

・個人クラスの競技時間 

 競技時間は90分です。90分を超えた場合は失格となります。 

・リレー競技の終了時間 

 リレー競技の終了時間は14時30分です。競技終了時間までにフィニッシュを通過できないと判

断した選手は、競技の途中でもフィニッシュへと帰還して下さい。 

 途中で棄権する場合でも、必ず計算センターにＥカードを提出して下さい。そうでない場合、行方

不明者となり捜索の対象となる場合があります。 

・地図返却方法について 

 回収した地図は、リスタート後に返却します。 

●地図販売・成績表 

 リスタート後、地図販売を行います。コース図500円、全ポ図800円で販売します。 

 成績表はWEBサイトにて公開いたしますが、紙版をご入用の方は、受付にて200円をお支払いの

上、お申し込みください。 
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・大会当日、公園内には一般の利用者がおられますので、他の方の迷惑となる行為は禁止しま

す。 

・公園内は禁煙・火気厳禁です。 

・大会参加者は自分自身の健康状態を十分に考え、自分の責任で参加して下さい。競技中に負

傷された方のために、本部に救護所を設置します。 

・本大会にはトレーニングコースは設けません。 

・本大会はあいおいニッセイ同和損保の普通傷害保険に加入していますが、補償には限度があり

ます。 

・不測の事態により、主催者側で大会の開催が困難であると判断した場合、大会の開催を中止に

することがあります。その際は当日の朝7時までに大会ホームページにてお知らせします。 

・参加費の返金はいかなる理由がある場合でも致しません。 

・ゴミは各自でお持ち帰りください。 

・貴重品の管理は各自でお願いします。紛失や盗難につきましては、主催者は一切責任を負いま

せんのでご了承ください。 

・託児所はございません。 

・申込書に記載された個人情報は、本大会に運営目的以外には使用いたしません。但し、主催者

やその依頼を受けたカメラマン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。 

・このプログラムに記載されている内容は予告なく変更になる場合があります。大会当日に、公式

掲示板をご確認ください。 

〇その他の注意事項 

〇お問い合わせ 
メールアドレス：western.cup.30th@gmail.com 

ホームページ：http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=34&itemid=762 

大会当日の緊急連絡先：090-6552-3693 (運営責任者・高椋)  

mailto:western.cup.30th@gmail.com
http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=34&itemid=762


第 30 回ウェスタンカップリレー 

リレーオーダー変更表 

 リレーオーダーの変更を希望するチームは、この用紙に変更後のオーダーを記入し、受付までご提出

ください。なお、提出期限は午前 10時までです。 

 ≪注意事項≫ 

① MA・WA 代表チームは、申込時のリザーブ登録 2 名含む最大 5 名の中で、選手・走順の変更が可

能です。その他のチームに関しては、当該チームの要件を満たす限り、選手・走順の変更は認めます。 

② クラスの変更は受け付けません。 

③ 以下の場合は参考記録となります。 

・ 2回目以降出走する選手がいる場合 

・ １人で複数回出走する場合 

④ オーダー変更表提出後の選手・走順の変更は一切受け付けられません。 

 

チーム名  

チームナンバー  

第 1走者 

フリガナ  

氏名  

Eカード MyEカード(番号：         ) or レンタル 

第 2走者 

フリガナ  

氏名  

Eカード MyEカード(番号：         ) or レンタル 

第 3走者 

フリガナ  

氏名  

Eカード MyEカード(番号：         ) or レンタル 

 


