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２００８年１月近畿オリエンテーリング連絡会議事録
場所：京都府旅館会館 ７階会議室
日時：2008 年 1 月 20 日(日) 13:30-16:30
出席団体（順不同）
滋賀県 OL 協会、立命館大学 OL 同好会、京都 OLC、朱雀 OK、みやこ OLC、京都大学 OLC、京都橘
大学 OLC、大阪府 OL 協会、岸和田 OL 協会、コンターズ、兵庫県 OL 協会、OLP 兵庫、奈良県 OL 協
会、奈良市野外活動協会、和歌山県 OL 協会、関西学連幹事会、JOA 東海ブロック会議
議題
１．各団体紹介
各出席団体が自己紹介を行った。
２．オリエンテーリング行事日程調整
別紙 大会・行事一覧を参照。
３．各団体からの提案 （）内の名称は発言者
●大阪ＯＬＣ
１、前回議事録の作成(後述の大阪府オリエンテーリング協会からの提案を参照)
２、本連絡会の今後の運営方法(後述の大阪府オリエンテーリング協会からの提案を参照)
３、ウエスタンカップ、主催者裁量権の範囲
（大阪ＯＬＣ）前回の滋賀県協会主催の W-Cup で賞金の設定やＷＳクラスの新設が
あったが、主催者の裁量でどこまで新しいことをできるかを明確にしたい。
（滋賀県ＯＬ協会）W-Cup の申し合わせ事項を守った上で申し合わせ事項から逸脱
する事項があれば本連絡会で協議し、申し合わせ事項に記載の無い部分は自由裁
量ということにしてはどうか。→反対意見無し。
ウエスタンカップ申し合わせ事項の最新版は別紙を参照。
●大阪府オリエンテーリング協会
１、前回ＯＬ連絡会の議事録を出していただきたい。また、前回運営の関西学連の連絡会
運営態度には問題があったと思うので、今後の連絡会運営方針について確認しておき
たい。
関西学連は 2008 年夏の連絡会幹事をやるかどうか検討し、3 月末までに大阪府 OL
協会へ回答する。関西学連が 2008 年夏の連絡会幹事を辞退する場合は大阪府 OL 協会
が幹事を引き受ける。2008 年夏の連絡会は 7/5(土)予定。
２、次回ウエスタンカップ運営は大阪府の番だが、他に主催したい府県・団体はないか？
なければ、大阪府で開催する用意があるがそれでよろしいか。
大阪府 OL 協会主催と決定した。
日程、場所等は別紙 大会・行事一覧を参照。
●そのほか
・（朱雀 OK）パークＯについて取り決めたものはあるか？
パークＯツアー実施要領書がある。パークＯのＷＥＢサイトでも参照できる。
・（京都大学 OLC）E カード係が小林あつし氏に変更になった。
・(兵庫県 OL 協会)地図入れ用に A4 サイズのポリ袋を販売している。1000 枚単位。
購入希望者は兵庫県 OL 協会まで。
・（滋賀県 OL 協会）地図調査用に GPS 機器をレンタルしている。
レンタル希望者は滋賀県 OL 協会まで。
以上

2008 年 1 月 20 日
パークＯ・ツアーin 関西

実施要領
JOA 近畿ブロック会議

1. 目 的
1.1 この事業はつぎの事項を目的とする。
・ パーク O の普及と一般への認知（PR）。
・ オリエンティアのモチベーション向上。
・ 各府県協会の連携・交流。
・ オリエンテーリングを楽しむ機会の提供。
2. 名 称
2.1 この事業の名称を「パーク O ツアーin 関西」とする。
2.2 優勝者を「パーク O in 関西選手権者」として表彰する。
3. 主 催
3.1 この事業の主催は、JOA 近畿ブロック所属の滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県および
和歌山県オリエンテーリング協会（以下、府県協会という）とする。
3.2 JOA 近畿ブロック会議において、事業の調整を行う。
3.3 この事業の事務局を、滋賀県協会に置く。
4. 運営方法
4.1 府県協会は毎年それぞれ１回のパーク O 大会を開催する。これらの大会（計６大会）をもって
当該年度のツアーとする。
4.2 大会の運営は、府県協会に一任する。
4.3 大会は府県協会の主催とするが、当面、所管するクラブ等が実施する大会を指定してもよい。
5. 参加資格
5.1 健康なオリエンティアであれば、性別、所属を問わない。
6. 競技形式
6.1 日本オリエンテーリング競技規則に準拠する。ミドルディスタンス競技またはスプリント競技と
する。
7. 地 図
7.1 原則として地図図式規程（JSSOM2007）を適用する。
7.2 当面は、既存マップを使用してもよい。
8. クラスおよびポイント
8.1 選手権対象クラスは、MA（無制限）、WA（女子、年齢無制限）、MS（男子、35 歳以上）、W40
（女子、40 歳以上）および MV（男子 50 歳以上）とする。これ以外のクラスを設けてもよいが、
選手権の対象外とする。
8.2 ポイントは、
MA：1 位 15pt、2 位 14pt、・・・・15 位 1pt
WA、MS、WS、MV：1 位 10pt、2 位 9pt、・・・・・・10 位 1pt とし、3 レース（2 レースで
も可、１レースのみは対象外）のポイントの合計で順位を決める。ただし、クラスは同一クラス
のポイントのみを対象とする。
○ 予選、決勝のあるクラスのポイントは以下の通りとする。
予選で仮の順位をつけるが予選通過者は決勝で順位を決定する。なお決勝で失格の際は決勝
の最下位としてのポイントを与える。
例）ＷＡ決勝５人の時

決勝の順位で 1 位 10pt、2 位 9pt、・・・（決勝の失格者は５位相当の 6pt）予選敗退者は予
選の順位 6 位 5pt、7 位 4pt・・・。
9.
9.1
9.2
9.3

表 彰
年度最終戦において、選手権者の表彰を行う。選手権者は次年度ツアーに招待される。
同点の際は、①優勝回数、②２位回数、③３位回数の順で多いものを優勝とする。
各大会での表彰は、主催者または主管者に任せる。

10. 参加費
10.1 参加費は 1,200 円／大会とする。ただし、SI あるいは E カード等を使用する場合は、別途徴収
してもよい。
10.2 年間 6 大会一括申込みの場合の参加費は 5,000 円（前項の別途徴収額は含まない）とする。また、
受付は当該年度 2 戦目の申込期限までとするが２戦目で年間申し込んだ人には１戦目の参加費
は返却せず 500 円割り引く。
11. その他
11.1 各大会ではイベントアドバイザ（以下ＥＡ）を任命する。
11.2 年間大会の予定は前年度末までに決定する。
11.3 各大会に関わる経費は各府県協会において処理する。
11.4 大会主催者は傷害保険をかける。
11.5 コントロールカードとパンチ器具は、針式パンチまたは電子式パンチのいずれを使用してもよい。
11.6 JOA 公認大会にするときは、JOA の各規程に従う。
11.7 平成 15 年度(2003 年度)より実施する。
1) 平成 16 年(2004 年)４月改定（年間一括参加費変更、WV 追加、申込締切、ポイント、表彰）
2) 平成 18 年(2006 年)４月改定(申し合わせ事項追加・変更など)
3) 平成 19 年(2007 年)４月改定(申し合わせ事項追加・変更など)
4) 平成 20 年(2008 年)４月改定(EA 任命、申し合わせ事項変更など)
申し合わせ事項、実施要領の内容改訂記録
１． パーク O ツアーへの負担金は各大会 4000 円とする。(2006 年変更)(2008 年度再度変更。項目
9)
２． 年間申し込み者の各大会分配金は 800 円/人・大会とする。(2006 年度変更)
３． ＥＡ費用は大会主管者が支払う。（2007 年度負担金変更に合わせて変更。2007 年度）
４． 大会の WEB サイトを次のとおりとする。http://www.geocities.jp/park_o_kansai/index.htm。
５． WS,WV クラスは参加者が少ないので統合し W40 とする。（2006 年度変更）
６． 当分当日申込者もポイント（選手権）対象とする。
７． JOA 公認大会とする場合には、以下のように適用する（2007 年度）
z 公認大会（カテゴリ S）の申請手続き等は、JOA「公認大会開催に関する規程」に従って主催
者が行う。その他 JOA 各種規定に従い運営する。
z 事前申込者のみを対象とし、競技者登録（一時登録を含む）を必要とする。すなわち、当日申
込者の記録は認定の対象とならない。
z EA は JOA コントローラ（准コントローラを含む）から指名する。
８． EA は JOA 近畿ブロックからの派遣をやめ、各大会主催者／主管者が事務局と調整の上、任命
する。ただし、JOA 公認大会の場合には JOA が任命する。EA 依頼および年間表彰についての
事務局協力は継続する。(2008 年度)
９． EA 費用（交通費実費相当分）は主催者／主管者が負担する。従って、府県協会からのパーク O
ツアー負担金は当分不要とする。（2008 年度）

ウェスタンカップ・リレー大会実施に関する申し合わせ事項

近畿ＯＬ連絡会
１．［目 的］ 近畿ＯＬ連絡会は、日本オリエンテーリング協会（ＪＯＡ）が定め
た競技規則に準拠し、ウェスタンカップ・リレーオリエンテーリング大会の実
施に必要な事項を、以下のように申し合わせる。
２．［主 催］ 大会の主催は当分の間、近畿地区府県、関西学連の持ち回りとし、
近畿ＯＬ連絡会で協議する。将来的には、中四国等西日本地区での主催も検討
する。
３．［競 技］ ポイントオリエンテーリングで行うこととし、ＪＯＡの定めた競技
規則に準ずる。
４．［クラス］ カップ対象クラスと一般クラスを設ける。
４．１ カップ対象クラス
ＭＡクラス：男子クラブ代表（ウェスタンカップ）
ＷＡクラス：女子クラブ代表（ウェスタンカップ）
ＭＳクラス：男子シニア（３５歳以上）クラブ代表（シニアカップ）
ＷＳクラス：女子シニア（３５歳以上）クラブ代表（シニアカップ）
ＭＪクラス：男子ジュニア（１９歳以下および学連登録初年度の者）
クラブ代表（ジュニアカップ）
ＷＪクラス：女子ジュニア（１９歳以下および学連登録初年度の者）
クラブ代表（ジュニアカップ）
ＭＶクラス：男子ベテラン（５０歳以上）クラブ代表（ベテランカップ）
４．２ 一般クラス
カップ対象クラスと同一クラスのほか、ＭＢ、ＷＢ、Ｍｉｘ、Ｎクラスな
どとするが、主催者が定めるものとする。
５．［参加資格］ 以下の参加資格を設ける。
５．１ カップ対象クラブ
(1) ＪＯＡ会員、学連等各種団体に加盟する単一のクラブ。
(2) 主催者が適格と判断した組織、クラブ。
５．２ 代表チーム
(1) カップ対象クラブは、大会の６ヶ月前の月末に在籍し、現に当該クラブ
に籍を置く者で構成するチーム。
(2) 代表チームは各クラス１チームとする。ただし、ＭＡ、ＷＡクラス以外
のクラスはこの限りではない。
(3) 代表チームのチーム名はクラブ名（略称可）を含むものとする。
５．３ 一般チーム
(1) あらかじめ要項により定める参加資格以外は制限を設けない。

６．［選手変更］ 選手変更については、事前に書面による届出のあった場合のみ認
める。
７．［テレイン］ テレインについては新・旧を問わないが、開催日６ヶ月前以降の
使用を差し控える。各クラブはこれに協力する。
８．［地 図］ 使用する地図は、オリエンテーリング用地図であれば新・旧マップ、
縮尺を問わない。主催者の判断に委ねる。
９．［参加費］

主催者がこれを定める。

１０．［要 項］ 主催者は要項を遅くとも開催日の２ヶ月前には発表する。
なお、６ヶ月前までには、少なくとも開催日を発表する。
１１．［表 彰］ 主催者は、カップ対象クラスの上位３チームを大会当日に表彰する
一般クラスの表彰については主催者が決める。
１２．［成績表］

主催者は成績表を大会終了後、速やかに発行する。

１３．［改 廃］ この申し合わせ事項の変更、改廃は近畿ＯＬ連絡会にて協議、決す
る。
１４．［発

効］

この申し合わせ事項は平成６年７月１０日から適用する。

平成６年７月１０日制定
平成８年１月１５日改正
平成１１年１月２４日改正
平成１５年７月６日改正
平成１６年１月１８日改正
───────────────────────────────────
申し合わせ事項の補足
１．ＪＯＡ競技規則に準拠する。
２．申し合わせ事項については過去の大会の実績を尊重した。申し合わせにない事項はその精神
に従って弾力的に運用する。
３．大会は毎年開催し、その時期は年度後半（１０月〜翌年３月）とするが、テレイン等の事情
で当該年度内に実施できない場合は、翌年５月までに開催する。
４．１チーム３名のリレーを基本とする。
５．ウェスタンカップといえども、カップ対象クラブの所在地は西日本に限らない。
６．一般クラスにはカップ対象クラスと同一のクラスを設ける（カップ対象クラスのための特別
のコースは設定しない）。
７．一般クラスにおいてＭｉｘクラスを設ける場合は、Ｌ／Ｍ／Ｓコースの組み合わせとする。
８．各クラスのコース難易度は要項において示すことが望ましい。
９．カップは持ち回りとし、次年度の大会において返還する。なお、その際、レプリカを授与す
る。
以上

JOA 公認カテゴリ S
パーク O ツアーin 関西 2007 滋賀大会
（2008 年 1 月 27 日）
会場である皇子が丘公園には、雪が積もっていました。

優勝者には、クラブハリエのバームクーヘン。
前回、大柳生でぼろぼろの地図読みだったため今回は、Ａクラスを地図読みの練習をし
ながら一緒に回りました。 地図を読み込むどころか、基本的な記号もわかっていないこ
とが判明。
ひとつひとつ確認しながら進みました。

ＯＬカレンダー
年月日
3/15

大会名ほか
東大OLK27期練習会＠鹿野山∞[要項][締近]

場所
[千葉.君津]

3/16

[JOA:S]パークOツアーin関西・京都大会[要項][締近]

[滋賀.野洲ほか]

3/16

第2回倉敷市福田公園パークO大会[要項][締近]

[岡山.倉敷]

3/20

東大春場所１日目[要項][締近]

[埼玉.飯能]

3/20

東大春場所２日目[要項][締近]

[埼玉.青梅]

3/22-23

第21回インターハイおよび併設大会[要項]

[静岡.富士]

3/23

さんじょう大崎山大会[要項][締近]

[新潟.三条]

3/23

[JOA]読図・ナビゲーション技術講習会[要項]

[静岡.静岡]

3/29

[JOA:S]パークOツアーin関西・大阪大会[申込][要項]

[大阪.豊中]

3/29

[JOA]O-forum2008[要項]

[大阪.豊中]

3/30

トレイルO大阪大会[要項][締近]

[大阪.豊中]

3/30

[JOA][NR]第34回全日本OL大会[申込][要項]

[大阪.箕面]

3/30

大阪府民大会第3戦（全日本併設）

[大阪.箕面]

4/12

[NSR]WOC&JWOC2008日本代表選考会スプリント[要項]

[栃木.日光]

4/13

WOC&JWOC2008日本代表選考会ミドル[要項]

[栃木.日光]

4/13

岸和田市民大会[要項]

[大阪.岸和田]

4/20

愛知県民大会兼岡崎市大会[要項]

[愛知.岡崎]

4/20

第6回茶の里いるま大会in越生[申込][要項]

[埼玉.入間郡越生町]

4/20

福井市民春季ＯＬ教室＆パークＯ

[福井.福井]

4/26-27

10mila[要項]

[スウェーデン.Rosersberg]

4/27

第27回笠岡市OL大会[要項]

[岡山.笠岡]

3/6

スキーO̲NT強化合宿兼一般残雪合宿

[山形.月山]

5/5

市制45周年記念平尾台OL大会[要項]

[福岡.平尾台]

10/11

MTB-Oの集い兼世界選手権代表選考会[要項]

[長野.上田市]

10/11

OCADによるO-Map作図講習会(入門編)[JOA後援][要項]

[香川.高松]

5/17-18

[JOA]第4回全日本トレイルO選手権[要項]

[東京.立川、青梅]

5/17

１日目/[JOA]全日本トレイルO選手権

[東京.立川]

5/17

１日目/[JOA]全日本トレイルO選手権

[東京.青梅]

[JOA:S][NSR]東京スプリントO大会in昭和記念公園[要項]

[東京.立川]

5/17

※この大会情報は「森を走ろう！」サイトを利用して作っています。

Ａｉｍｉｎｇ
いよいよ全日本大会です。準備も万端？！。年度末なので、他の仕事も大忙しなんですけど
ねぇ（中学３年の担任、町内会の会長で総会準備、ＫＯＬＡの総会のこと…）。

