
第１９回ウエスタンカップ 

リレーオリエンテーリング大会 

プログラム 
 
 

            

こんな地形
と こ

もあったんや、黒添池 

 
開催日：2002 年 12 月 8 日(日) 雨天決行 

開催地：奈良県生駒市、大阪府交野市（黒添池(くろんどいけ)周辺） 

会場 ：観光旅館 くろんど荘 

主催 ：第 19 回ウエスタンカップリレーオリエンテーリング大会実行委員会 

      (大阪 OLC、KOLA、OLC ふるはうす、豊中 OLC、OLC レオで構成） 

後援 ：大阪府オリエンテーリング委員会、大阪府教育委員会(申請中)、奈良県オリエンテーリング協会 

 

注意 A t t e n t i o n !  

１、ゼッケンは各自で用意していただきます。 

２、地図の配布方法が通常のリレー大会と違います。このプログラムを事前に

よく読んで、失格にならないようにご注意ください！ 
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ご挨拶 

 いまや関西の伝統となった、ウエスタンカップリレーＯＬ大会も 19 回目を迎えることとなりました。

ご参加有難うございます。今回は大阪府のクラブから実行委員を選んでの運営ですが、新しい試みとして、

学生の新人によるクラスの新設や、上位チームによるエキシビジョンレースなどを企画いたしました。熱

く戦い、十分に楽しんで、初冬のくろんど池を満喫していただければ幸いです。 
第 19 回ウエスタンカップリレーオリエンテーリング大会 実行委員長代行 愛場庸雅 

会場への交通 

公共交通機関 

近鉄奈良線「富雄駅」から奈良交通バス「傍示」行きで約 40 分、「獅子ヶ丘団地口（くろんど池口）」下

車青色テープ誘導徒歩約 15 分。     ＃近鉄奈良線は頻発しています。 
バス発車時刻 （乗り場は２番） 
8:25 8:45(臨時）9:01 9:39(1 走スタートには間に合わない） 

  できるだけ 8:45 発臨時バスの利用をお願いします。 

運賃 570 円 
自家用車 

大阪（市内、南部）・奈良方面から 国道 163 号線生駒・高山大橋交差点を富雄川沿いに北へ 10 分（「く

ろんど池」の行先案内標識に従ってください） 
大阪（北部）方面から 国道 1号線枚方・池之宮北交差点から 30分（国道307 号線を田辺方面へ、穂谷

口（関西外大の看板）を右へ） 
京都方面から 京奈和自動車道・田辺西インターから 20 分（国道 307 号線を枚方方面へ、穂谷口（関西

外大の看板）を左へ） 
駐車場は十分な広さを確保しましたが、できるだけ乗り合わせてお越しください。 
駐車場の場所は巻末の会場付近案内図をご覧ください。 
駐車場では役員の指示に従って駐車してください。 
バイク、自転車でお越しの方も、駐車場に駐輪してください。 
路上駐車は厳禁です。発覚した場合は、その車で来られた方全員を失格とします。 
駐車場から会場まではテープ誘導はありません。会場付近案内図をご覧の上お越しください。徒歩約３分

です。 
※競技の都合上、京阪私市駅方面から徒歩での来場は禁止します。発覚した場合は失格とします。 
 

競技情報 

地図 

大阪ＯＬＣ作成「黒添池」リメイク 
  縮尺１:10000 等高線間隔５ｍ 通行可能度４段階 ISOM2000 準拠 
 

テレインプロフィール 

テレイン周辺はハイキングコースとして有名で、特にテレインの西側は「大阪府民の森」として整備され

ている。このためテレイン内には整備された遊歩道が多く存在する。テレイン内の比高は大きくないが、

斜面は急峻な箇所が多い。テレイン全域にわたって細かい尾根や沢が多い。植生は多くが広葉樹林で、一

部には竹林も存在する。「走行容易」の部分は全体の 20%程度と少ないが「走行可能」のエリアは 50%程

度とかなり多い。テレイン内には岩が多く、遊歩道が岩肌の上を通っている箇所も存在する。天候によっ

ては滑りやすくなるので、足元には十分注意して下さい。 
 

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 
※ＪＯＡ競技規則に準じます。 
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パンチシステムについて 

パンチは SI（スポーツアイデント）電子パンチを使用します。 
日本国内でもすでにかなりの大会で SI が使用されていますので、SI カードの使用方法はプログラムには

掲載しません。新人の方には各クラブでご説明ご指導を願います。クラブ等で SI カードの使用法の説明

を受けられなかった方は、当日本部にお越しいただければご説明いたします。 
なお、SIカードは高価なものです。紛失された際は実費（2000 円）をいただきますのでご注意ください。 
また、今回の大会では運営の都合上マイ SIカードはご使用いただけません。ご了承ください。 
 
コースプロフィール 

テレインの性質上、各コースとも細かいアップダウンが多い。上位クラスでは、細かい地形と見通しが悪

い広葉樹林のため、リレーとしては難易度が高めになっている。また、道が多く存在するため、スピード

を要求される箇所も多い。ラフとファインの切り替えがどれだけきちんとできるかが重要になるだろう。 

クラス コース距離 予想ウィニングタイム 

MA SAL 4900m 45 分 

WA S MF MAS SAS 3400m 40 分 

J WF B SB 3300m 35 分 

MIX：1,2 走は B相当、3走は WA,MAS 相当 

上表のコース距離は若干の変更がありえます。 

 

会場：くろんど荘とその周辺 

更衣所 

女子更衣所はくろんど荘の建物内に用意します。男子更衣所は天候にかかわらず屋外になります。 
会場レイアウト図の「テントサイト」の場所に更衣用テントを張ることができますので、テントをお持ち

のクラブはぜひご持参ください。ご協力をお願いします。 

女子更衣所の開設は9:30 ごろを予定しています。特に 1走の選手の方にはご迷惑をお掛けしますが、ご了

承ください。 
 

食事 

くろんど荘のレストランで、食事が可能です。昼食にぜひご利用ください。 

（メニュー一例）カレーライス 650 円、親子丼 700 円、カツ丼 800 円、おでん各種 

また、自動販売機で飲み物を購入することもできます。コンビニ等は会場周辺にはありません。 
なお、会場はバーベキューサイトですが、大会当日は空気が乾燥している時期なので、山火事防止のため

火気の使用は禁じられています。厳守してください。 
 

競技の流れ 

ゼッケン 

縦 18cm、横 25cm の白色の布に、ご自分のゼッケンナンバーを太書きしたゼッケンを２枚各自でご用意

ください。文字の色は次のようにお願いします。 
リレー１走、２走－黒文字 

リレー３走、スプリント－赤文字 

競技中はゼッケンを胸と背中の２ヶ所に見やすいように付けてください。ゼッケンのない選手は出走でき

ません。 
各自のゼッケンナンバー（４桁）は別冊のエントリーリストでご確認ください。リレークラスは上３桁が

チーム番号で４桁目は走順を表します。スプリントクラスは、９で始まる４桁の番号です。 
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受付 9:00～10:00 

リレークラス出場のチームは、このプログラムに添付のオーダー表２枚に選手名と走順を記して、１枚を

受付に提出してください。引き換えに配布物をお渡しします。もう１枚のオーダー表は所定の掲示板に張

ってください。申込時から選手・走順に変更のないチームもオーダー表を提出してください。オーダー表

はこのプログラムの最終ページにありますので切り取ってご利用ください。 
ＭＡ、ＷＡの代表チームについては、エントリー時のリザーブ登録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。その他のチームについては当該チーム要件を満たす限り選手・走順の変更は自由

です。なお、オーダー表提出後の選手・走順の変更はできません。 
選手に欠員が出て代表チーム要件を満たせなくなった場合は、一般チームとして出走することができます。

また、選手が１人もしくは２人となった場合は、受付でその旨申し出ることで出走を認めますが、最終選

手はゴールの際その旨をゴール役員に申告してください。 
スプリントクラス出場の方は、受付でご自分のゼッケンナンバーを申し出ていただき、配布物をお受け取

りください。 
配布物には、SI カードと、２つ折りにして封筒詰めした競技用地図が入っています。地図封筒の表面には

各自のゼッケンナンバーが記入してあります。受け取ったらすぐに、中身に間違いないかどうか、各自の

ゼッケンナンバーと照らし合わせて確認してください。万一間違いがあれば本部まで申し出てください。 

また、競技用地図は役員の指示があるまで絶対に開封しないでください。事前に開封した選手は失格とし、

出走を禁止します。 

 

公式掲示板 

公式掲示板を設置します。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が掲示されま

すので、選手の方は必ず見るようにしてください。 
 

開会式・競技説明 10:00～10:15 

開会式では、実行委員長挨拶、カップ返還・レプリカ贈呈、選手宣誓を行います。 
カップ返還 MA チーム白樺  WA 朱雀 OK  S 四日市 OLC 

選手宣誓 チーム白樺 朱雀 OK 

競技説明では、諸注意とチェンジオーバーのデモンストレーションを行います。必ず参加してください。 
 

スタート 10:30 

全クラス一斉にスタートします。スタート時刻は 10:30 です。 
選手はスタート10分前になったら自分のSI カードと競技用地図の入った封筒を持って、スタート地区（会

場レイアウト図参照）にお越しください。スタート地区入場前に役員が SI カードおよび地図封筒のチェ

ックをします。この時点で地図封筒が開封されている選手は失格とし、出走できません。なお、選手は自

己責任で正しく自分の地図を持ってきてください。 
スタート地区では役員の指示に従い整列してください。整列後、役員の指示に従って地図封筒を開封し、

２つ折りになった地図を取り出してください。地図はスタートの合図があってから見てください。 
スタート２分前までウインドブレーカーの着用を認めますが、必ず２走後の選手が付き添ってください。 
スタートフラッグまでは赤色テープ誘導（１走･スプリント 60m、２･３走150m）に必ず従ってください。 
 

パンチ 

SI カードを各コントロールにあるステーションに差し込むことで行います。万一 SI ステーションが作動

しなかった場合は、コントロールに備え付けの針式パンチで地図のリザーブ欄にパンチをし、その旨ゴー

ル時に役員に申告してください。 
 

ビジュアル区間 

各クラスとも後半でビジュアルコントロールを通過します。ビジュアルコントロールは会場から 100m ほど

離れていますが、ビジュアルコントロール通過後の選手の姿はチェンジオーバーゾーン周辺から確認する

ことができます。ビジュアルコントロールを通過後、速い人で 5分程度でゴールします。ビジュアルコン

トロールより奥（西側）は競技エリアですので競技中の方以外は立ち入らないで下さい。 
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チェンジオーバー 

本大会ではコールは行いません。次走者はビジュアル区間で前走者を確認の上次走者待機枠にお入りくだ

さい。待機枠に入る前に、役員が SI カードのチェックと地図の開封取り出しをします。この時点で地図

封筒が開封されている選手は失格となり出走できません。地図はチェンジオーバーをした後で見てくださ

い。待機枠で地図を見た選手も失格とします。一度次走者待機枠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。また、ゴールはパンチングフィニッシ

ュとします。チェンジオーバー後、ゴールステーションに SI カードを挿入してください。次走者がいな

い選手は、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パンチングフィ

ニッシュをしてください。 
 

ウムスタート 13:30（予定） 

ウムスタートは 13:30 を予定していますが、当日の状況により変更がありえます。ウムスタートの召集は

10 分前に行いますが、チェンジオーバーの制限は行いません。 
 

ゴール閉鎖 15:00 

ゴール閉鎖は 15:00です。この時刻までにゴールできないと判断した場合は、速やかに競技を中止してゴ

ールに向かってください。 

 
棄権 

途中で競技を棄権される場合は、必ずゴールを通過するか SI カードを何らかの方法でゴール役員に提出し

てください。さもないと未帰還者として捜索されます。 
 

救護所・給水所 

テレイン内には救護所・給水所は設けません。 
 

クレーム 

クレームはゴールでは一切受け付けません。本部備え付けの用紙に内容を記入の上提出してください。公

式掲示板にて回答します。 
 

表彰・イベント 

速報 

通常の速報の他に実況放送と大型ボードによる上位チームの速報を行う予定です。 
 

表彰式 
スプリントクラスの表彰式は 12:00 頃より行います。各クラス 1～3 位を表彰します。 
リレークラスの表彰式は上位確定後行います（14:00 頃の予定）。 
MA、WA、S、J、MF、WF の各クラスについては、代表チーム 1～3 位と一般チームの 1 位を表彰しま

す。MAS、B、MIX の各クラスについては、1～3 位を表彰します。 
 

エキジビジョンレース 

上位確定後表彰式までの間に、MA と WA のそれぞれ上位４チーム（代表上位3 チーム＋一般トップ）に

よる、4～5 分（約 700m）×3 人のリレーによるエキジビジョンレースを行います。会場周辺をテレイン

とし、特製地図を使用します。詳細は当日ご案内します。 
なお、表彰式の際、エキジビジョンレースで上位のチームから好きな副賞を選んでいただきます。 
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宿泊 

主催者では宿泊施設を用意いたしません。 
大会会場となるくろんど荘および周辺の広場への参加者の大会前日の宿泊は禁止します。 

 

地図返却･販売 

ウムスタート終了後地図返却・販売を行います。  

 

成績表 

基本的にはWEB ページにて公開します。http://member.nifty.ne.jp/Yminoru/kola/index.htm からたどれ

るようにします。 
紙版の成績表をご希望の方は、当日会場でお申込ください。1 部 200 円いただきます。 
 

問い合わせ先 

阪本 博（さかもと ひろし)   E-mail:hsakamoto@tcn.zaq.ne.jp 
               Tel&Fax:075-961-5078（電話は 20:30～22:30 の間にお願いします） 

大会前日、当日は阪本携帯 090-3677-2580 

 

注意事項 

＊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。 
＊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。 
＊会場およびテレイン内は禁煙です。厳守してください。また、タバコ以外の火気の使用も厳禁です。 
＊耕作地や建物の敷地内は立入禁止です。 
＊大会当日まで、大阪 OLC作成の O-MAP「黒添池」の範囲内へのオリエンティアの立入を禁止します。 
＊大会当日、大阪ＯＬＣ作成の O-MAP「黒添池」の会場への持ち込みを禁止します。 
＊ゴミは各自でお持ち帰りください。会場には備え付けのゴミ箱やゴミ捨て場がありますが、使用しない

ようにしてください。 

 
 

チェンジオーバーゾーン レイアウト図 



 7

会場レイアウト図 

 
A 女子更衣所 

B くろんど荘レストラン 

C 受付 地図・成績表販売 

D 本部・ゴールテント 

E 公式掲示板 オーダー表掲示所 速報掲示所 

F チェンジオーバーゾーン 
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会場付近案内図 
 

          
 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

第 19 回ウエスタンカップリレー大会オーダー表 

クラス 

 代表・一般 

チームナンバー 

（３桁） 

チーム名 

 

 氏名 性別 年齢 

1 走    

 

2 走    

 

3 走    

 

（注意）2枚記入し、1枚は受付時に受付役員に提 

出、1枚は各自で所定の掲示板に貼ること。 
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第 19 回ウエスタンカップリレー大会オーダー表 

クラス 

 代表・一般 

チームナンバー 

（３桁） 

チーム名 

 

 氏名 性別 年齢 

1 走    

 

2 走    

 

3 走    

 

（注意）2枚記入し、1枚は受付時に受付役員に提 

出、1枚は各自で所定の掲示板に貼ること。 


