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大阪府チーム合宿 
全日本チャンピオン、松澤俊行選手によるメニューでトレーニング！ 
 
大阪府チーム合宿は、どなたでも参加歓迎。メニューは全日本リレーに向けてのもの

が中心です。もちろん、全日本リレーに参加の予定がない方でも大歓迎！ 
みなさまお誘い合わせのうえご参加下さい。 
 
主  催：大阪府 OL 協会 
日  程：2012 年 9 月 15 日(土)～16 日(日) 
場  所：「椛の湖オートキャンプ場」（岐阜県中津川市） 
宿  泊：「いろりばた」〒508-0502 岐阜県中津川市馬籠 5335、1 泊 2 食付 
テレイン：「椛の湖オートキャンプ場」縮尺 1:7500 
集  合：10:30 現地(詳細はプログラムにて) 
      近隣への公共交通のアクセスがないため、車の出せる方へ参加者輸送の 
            協力をお願いします。電車の方は JR 中央本線坂下駅から輸送。 
       (名古屋方面からは 10:19、松本方面からは 9:50 の列車を想定) 
タイムテーブル： 
  1 日目 
   10:30 現地集合 
   10:45 説明 
   11:00 メニュー開始 
    昼食適宜 
   15:30 ころ メニュー終了(必要なら一部撤収) 
   20:00 夜メニュー 
  2 日目 
   10:00 テストレーススタート開始 
       終了次第 反省メニュー 
   14:00 メニュー終了、撤収 
   終了後 解散 



費用(予定) 
   大阪府競技登録者：11,000 円、そのうち学生は 2,500 円引き 
   大阪府競技登録者以外：12,000 円 
   いずれも 1 泊 2 食付（15 日夕食、16 日朝食） 
 
日帰り参加：1 日あたり 2,500 円 
      e-card レンタル：300 円（1 日でも 2 日でも） 
申し込み先：奥村理也 entry-ol-osaka■yahoogroups.jp（■＝半角＠） 
問い合わせ先：奥村理也 ult■livedoor.com（■＝半角＠）、090-3617-9251(留守番電

話)。メール利用を強く推奨 
申込記載事項：氏名、電話番号、E メールアドレス、所属、参加日（15・16）、 
       参加形態（全日、あるいは参加日ごとの午前・午後・宿泊の有無）、 
       交通手段（車、車相乗り、鉄道）、車の場合は全部で何人乗れるか、 
       マイカード所持の場合カード番号、テストレース希望のコース（L,M,S） 
締め切り：9 月 8 日（金） 
注意事項： 
１．耕作地や民家の敷地内へは立ち入り禁止です。厳守してください。 
２．地域の方に会った時は、ご挨拶をしてください。 
３．地域内の山野や会場にゴミを残さないでください。 
 
 



大阪府内では久々のニューテレイン！ 

第２９回 ウエスタンカップ 
リレー オリエンテーリング大会 要項 Ver.2.1 
開催日 ２０１２年１２月１６日（日） 雨天決行 荒天中止    

会 場 山田池公園（大阪府 枚方市） 多目的広場（第二駐車場すぐ） 青空会場です 

公園ホームページ：http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/yamada/main.html 

主 催 大阪府オリエンテーリング協会    

主 管 第29回ウエスタンカップ大会実行委員会  コース設定者 愛場庸雅（OLCレオ） 

地 図 山田池公園（NEW MAP）縮尺1:5,000 等高線間隔2ｍ JSSOM準拠 

交 通 JR学研都市線「藤阪」駅下車徒歩２０分。 

車の場合、第二京阪道路 枚方東IC（京都方面から）、枚方学研IC（大阪方面から）から約5分。有料駐車場あり。 

受付時間（予定）１０：００～  スタート時刻（予定）１１：００～  

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

★いずれもEmit社製Eカードを使用します。マイEカード使用可。 

■ クラス  

 クラス 性別 年齢 備考 ウイニングタイム(予定) 

  ＭＡ代表 男子 無制限 １クラブにつき１チームのみ ４０分×３名 

ＷＡ代表 女子 無制限 １クラブにつき１チームのみ ３５分×３名 

ＭＪ 男子 １９歳以下及び学連登録初年度の者  ３５分×３名 

ＷＪ 女子 １９歳以下及び学連登録初年度の者  ３０分×３名 

ＭＳ 男子 ３５歳以上  ３５分×３名 

ＷＳ 女子 ３５歳以上  ３０分×３名 

ＭＶ 男子 ５０歳以上  ３０分×３名 

 ＭＡ一般 男子 無制限 ＭＡ代表クラスと同コース ４０分×３名 

ＷＡ一般 女子 無制限 ＷＡ代表クラスと同コース ３５分×３名 

ＭＡＳ 男子 無制限  ３０分×３名 

Ｂ 不問 無制限  ２５分×３名 

ＭＩＸ 不問 無制限 １・２走はＢ相当、３走は 

ＭＶ、ＭＡＳ相当 

２５分×２名＋ 

３０分×１名 

 ＩＡＬ 不問 無制限 ＭＡ相当 ４０分 

ＩＡＳ 不問 無制限 ＭＶ、ＭＡＳ相当 ３０分 

ＩＢ 不問 無制限 Ｂ相当 ２５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人が同じカップ対象クラブに大会６ヶ月前の月末（１２年６月末）より大会当日まで所属していること 

２ ＭＡ・ＷＡクラスは１クラブにつき１チームとすること 

３ チーム名にクラブ名（略称可）を含むこと 

※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 主催者が適格と認めたクラブ 

★年齢は２０１３年３月３１日までに達する年齢です。 

★女子が男子のクラスに出場することは、妨げません。 

★個人クラスのみ当日申込を受け付けますが、地図の準備の関係上ご希望のクラスに参加できない場合があります。 

■ リレークラスの選手・走順変更について 

１ 受付にて、当日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、カップ対象チームの要件を満たさなくなった場合は、表彰の対象になりません。 

３ 一般クラス 

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。 

★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。 
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■ 参加費 

リレー：１チーム ６,０００円（高校生以下を１人以上含むチームは３,０００円） 当日申込なし 

個人：１人 ２,０００円（高校生以下は１,０００円） 当日申込は５００円増し（高校生以下は割増なし） 

Eカードレンタル料（Eカードをお持ちでない方のみ）：１人３００円 

・Ｅカードの使いまわしはご遠慮願います。マイEカードをお持ちでない方は必ずレンタルしてください。 

・プログラムはＷｅｂ公開といたしますが、必要な方は参加費＋５００円でチーム申込代表者に１部送付いたします。 

・お支払いいただいた参加費等はいかなる場合も返却いたしません。ご了承ください。 

■ エントリー方法 ★当日申込は個人クラスのみ受け付けます。 

１ Ｅ－ＭＡＩＬで申し込む場合  

  参加費を送金後、大会ホームページ（ http://sports.geocities.jp/wcup29th/ ）上のエクセルファイルをダウンロードし、

必要事項を記入して添付ファイルとして下記申込先へ送信願います。 

題名（subject）：”ウエスタンカップ申し込み”      送信先：wcup29th（アットマーク）yahoo.co.jp  

２ 郵送で申し込む場合 

参加費を送金後、右記へ申込書を郵送してください。 〒618-0014 大阪府三島郡島本町水無瀬2-2-4-501 阪本 博 宛 

３ 大会会場で申し込む場合  

主要大会会場にて受付を予定しています。 

■ 送金先 

郵便振替 口座番号：00920-1-206530 加入者名：大阪府オリエンテーリング協会 

銀行口座 ゆうちょ銀行 〇九九(ゼロキュウキュウ)店 当座0206530 オオサカフオリエンテーリングキヨウカイ 

■ 申込締切   ２０１２年１１月２５日（日） 必着 （全日本ミドル選手権大会会場でも受け付けます） 

■ 問い合わせ先   野澤建央（のざわ たてお） fwhy5984（アットマーク）nifty.com TEL：06-6651-6626 

■ 注意事項・その他 

・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入を禁止します。 

・プログラムは大会１週間前までに、Ｗｅｂページで公開します。送付希望者で、到着しない場合は、問い合わせ先に連絡してく

ださい。 

・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。また、競技中も接触事故等の無

いように十分に注意してください。万一事故等のあった場合は必ず本部に報告して下さい。 

・競技地図に表記されている、保全地域、花壇等の立入禁止区域ならびに通行禁止ルートには、絶対に立ち入らないでください。

また、公園内は禁煙・火気厳禁です。違反者は失格となりますのでご注意願います。 

・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、本部には救護

所を設置します。 

・団体傷害保険には加入する予定ですが、補償には限度があります。 

・ゴミは各自でお持ち帰りください。 

・貴重品は各自で管理してください。 

・申込書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。 

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

 

第２９回ウエスタンカップリレー 参加申込書 

参加クラス MA代表・WA代表・MJ・WJ・MS・WS・MV・MA一般・WA一般・MAS・B・MIX・IAL・IAS・IB 

チーム名           代表者氏名  

代表者住所  〒 

代表者電話番号 －      － 代表者メールアドレス  

走順 氏名 年齢(2013年3月31日現在) 性別 
マイＥカード or 

レンタル(追加300円) 

第１走者/個人クラス  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 要(追加500円) ・ 不要 

http://sports.geocities.jp/wcup29th/


2012 年度 近畿 OL 連絡会 議事録 
 
  日時：7 月 7 日 場所：大阪大学吹田キャンパス 
 
主に日程合わせを行った。 
その他議事録 
・京都 OLC 西村さんはこれから NishiPRO として出席可能か→承認 
・パーク O ツアーin 関西は必ずしも公認ではない。 
・JOA 理事会報告を行った。 
以下主内容 
1. JOA は「社会法人日本オリエンテーリング教会」から「公益社団法人日本オリエンテーリング協会」

になった。 
2,理事会の体制が変わった。 
 
大会運営における規程類の適用に関するセミナー兼平成 24 年度 1 回コントローラ研修会が 8 月 26 日、

日本オリエンテーリング教会によって行われます。 
詳細は http://www.orienteering.com/index-j.htm を参照 
 
次回の連絡会は京都府協会が 2 月 9 日に行う。 
 
 



NishiPRO を応援しよう！ 
http://nishipro.com/index.html 

NishiPRO とは、京都大学オリエンテーリングクラブ

出身の西村徳真くんが立ち上げた、オリエンテーリン

グ会社です。（で、いいのかな？） 
2006 年の日本学生オリエンテーリング選手権大会ミ

ドル部門で優勝した実力者で、今年３月に会社を退職

し、個人事業「NishiPRO」として活動を開始しまし

た。 
 仕事内容は、 
  ・イベントの主催 
  ・地図の作製 
  ・講習会の講師 
とサイトには載っていますが、地図の代理販売も手が

けるようです。プロとしては、大先輩の山川氏がいますが、やはり会社としては厳し

いことにはかわりないでしょう。ＫＯＬＡとしては、地図作製も頼みたいところです

が、概算として出してくれた深北緑地作成で１８万円ほどというのは、１大会２～３

万円の利益が精一杯のＫＯＬＡの大会運営では、厳しいですね。ということで、今の

ところは「地図の代理販売」を行ってもらおうと交渉しています。といっても、ＫＯ

ＬＡの地図がそんなに売れるとは思っていませんが。 
 今も忙しく活動しているようですが、もっと忙しくしてあげましょう。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
要項は、しばらくお待ちください！ 
  



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

9/15 第20回札幌OLC大会 北海道.札幌

9/15 -16 大阪府チーム合宿＜要項＞ 岐阜.中津川

9/16 第34回北大大会＜熊出没につき延期＞ 北海道.札幌

9/16 [NG]ロゲイニングチャレンジ菅平高原大会2012 長野.茅野

9/16 -17 第26回全日本高等学校・中学校選手権(個人戦は東京都選手権共催) 埼玉、東京.

9/17 第13回東京都選手権 東京.青梅

9/17 北海道OL協会大会2012＜北大大会に伴い延期＞ 北海道.千歳

9/22 ぐるぐるナビin奥多摩(基礎編 I ) 東京.あきる野

9/22 岩手県Oフェスタ(トレイルは[JOA]) 岩手.滝沢村

9/22 関東パークOツァー大会inさきたま古墳公園 埼玉.行田

9/22 SI講習会 東京.品川

9/22 第2回京都里山トレイルラン＜要項＞ 京都.京都

9/22 -23 2012北海道ロゲイニング大会inルスツ 北海道.虻田郡

9/23 第6回岩県大会 岩手.盛岡

9/23 第66回全国レクO大会兼第41回福井市民大会 福井.あわら

9/23 関西学連2012年度第2回定例戦 兵庫.西宮

9/23 第24回東工大OLT杯大会 埼玉.日高

9/29 第1回三浦半島ロゲイニング 神奈川.逗子

9/29 -30 インストラクタ養成講習会[JOA認定]＜要項＞ 岡山.倉敷

9/29 -30 立山ロゲイニング2012＜要項＞ 富山.中新川郡

9/30 [JOA:B]朱雀OK20周年大会 滋賀.蒲生郡

9/30 三河高原トレイルランニング2012[申込]＜エントリーリスト、プログラム＞ 愛知.新城

9/30 第33回筑波大大会兼関東パークOツァー 茨城.つくば

9/30 関東パークOツァーin光が丘公園兼第24回東京スポレク大会 東京.練馬区

9/30 平成24年度福岡県大会兼高塔山公園大会 福岡.北九州

6/7 第6回名大椙大大会 愛知.名古屋、新城、岡崎

10/6 　第6回名大椙大大会－１日目－ 愛知.名古屋

10/7 　第6回名大椙大大会－２日目－ 愛知.新城、岡崎

10/7 [NG]当尾石仏の里ロゲイニング大会 京都.木津川

Aiming
この夏休みは、原発問題などで節電が呼びかけられていましたが、猛暑の中どのくらい実施
できたのでしょうか。学校には「去年の使用量の９０％を超えたら警告する装置」が取り付けら
れたんだけど、これって毎年更新かな？。５年後には半分も利用できなくなるけど…(--;)。

※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。


