
第 36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 

１．大会概要 

開催日程     2020 年 2月 16 日(日) 雨天決行・荒天中止 

開催地      京都市宇治市 京都府立山城総合運動公園(太陽が丘)  

主催・主管    朱雀オリエンテーリングクラブ 

実行委員長    市橋国之 

運営責任者    岩城大行 

競技責任者    衣川浩輔 

コースプランナー 伊藤陵 

使用地図     「Sunshine Hills4」（2012 年 NishiPRO 作成）を一部修正（朱雀 OK）

縮尺 1:5,000 等高線間隔 2.5m  

日本スプリントオリエンテーリング地図図式（JSSOM2007）準拠 

大会HP      

http://suzaku-ok.sakura.ne.jp/competition/2019westerncup/suzakuwestern2019.html 

 

2．競技情報 

○競技形式 

リレークラス：３人リレー形式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：一斉スタート形式によるポイン

トオリエンテーリング・競技 

○計時 

SPORTident 社製電子パンチングシステミ

ドルディスタンスム(SI)を使用 

○テレインプロフィール 

主にオープンから成る公園部分と、急峻な

山林部分の二つの顔を持つテレインであ

り、パークテレインでありながらオリエン

テーリングの総合力が試されるだろう。ウ

ェスタンカップでは第 21 回大会以来、15 年

ぶりの使用となる。 

○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 O-map「Sunshine 

Hills4」範囲内（右図）に立ち入ることを、

本大会の競技開始まで禁止します。 

http://suzaku-ok.sakura.ne.jp/competition/2019westerncup/suzakuwestern2019.html


3．クラス・参加費 

○クラス 

 

【補足】 

(1)カップ対象クラスは以下①～③のいずれかを満たすクラブのチームのみ出場可能とする。 

①ＪＯＡ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生クラブ 

③その他主催者が適格と判断したクラブ 

(2)カップ対象クラスの出場チームは、大会の 6 ヶ月前の月末(2019年 8月末)に在籍し、現

に当該クラブに籍を置く者で構成されるものとする。 

(3)MA、WAクラスへの出場は 1 クラブにつき 1チームずつまでとする。 

(4)カップ対象クラスの出場チーム名にはクラブ名(略称可)を含むものとする。 

(5)年齢は 2020 年３月 31日時点での年齢とする。 

(6)女子が男子のクラスに出場することは妨げない。 

(7) MA、WAクラスの出場チームは控え登録選手を申込時に 2 名まで指定可能とする。当

日のオーダー変更は、本登録選手 3 名と控え登録選手 2 名を合わせた 5 名の中でのみ認

めるものとする。なおその他のカップ対象クラス及び一般クラスの出場選手の変更は、当

日のオーダー変更に際し自由に行えるものとする。その際カップ対象クラスの要件を満

たさなくなった場合、対応する一般クラスに変更される。 

(8)2 度目以降の出走となる選手を含むチームは、参考記録とする。 

クラス カップ 性別 年齢 備考
優勝設定

（予定）

MA 男子 無制限 1クラブ1チーム

WA 女子 無制限 1クラブ1チーム

MJ 男子

WJ 女子

MS 男子

WS 女子

MV ベテランカップ 男子 50歳以上

XV スーパーベテランカップ 不問 男子65歳以上/女子50歳以上

OMA 男子 MA相当

OWA 女子 WA相当

OMJ 男子 MJ相当

OWJ 女子 WJ相当

OMS 男子 MS相当

OWS 女子 WS相当

OMV 男子 MV相当

B 不問 初心者向け

MIX 男女混合 1・2走はB、3走はXV相当

IAL 不問 MA相当

IAS 不問 MV相当

IB 不問 B相当 30分

N・G 不問 Bより易 20分

40分

120分

90分

ウェスタン

カップ

ジュニア

カップ

シニアカップ

19歳以下および

学連登録初年度

35歳以上

カップ

対象

クラス

一般

クラス

リレー

クラス

個人クラス



○参加費 

クラス 一般参加費(円) 備考 

リレー 6900 大学学部生 -500円/人。高校生以下は無料。 

（例：一般 2人+大学学部生１人；6900-500＝6400円） 個人(N以外) 2300 

個人(N) 500 高校生以下は無料。 

G 500 2～5名。高校生以下を含めば無料 

・SIカードレンタル料含む（全員レンタルを使用していただきます） 

・リレークラスの当日申し込みは行いません。 

・個人クラス及びＧクラスは +300円で当日申込を受け付けます。（ただし、準備した地図

がなくなり次第、受付終了となります） 

・紙版プログラム及び成績表を希望される方には、それぞれ+500 円で代表者住所宛に 1 部

送付します。 

・G クラスは１チームあたりの値段です。競技時には出走者分の枚数の地図をお渡ししま

す。 

・本大会は、京都府オリエンテーリング協会の「若年オリエンティア参加費助成事業」を受

けて開催するため、高校生以下の参加者は事前・当日申込を問わず参加費を無料とします。

G クラスはチーム内に高校生以下が一人でも含まれる場合、無料となります。 

・オーダー変更に伴い、参加費区分（一般/大学学部生/高校生以下）が変更された場合は当

日差額を申し受けます。ご了承ください。 

 

４．エントリー方法 

(1)e-mail でのエントリー 

参加費を送金後、下記の方法でお申し込みください。 

・大会公式 Web サイトから申し込みシート（Excel ファイル）をダウンロードしてくださ

い。 

・必要事項を入力し、以下の申込先へ申し込みシートを送付ください。この際、メールの件

名を「申し込み（"団体名”）」としてください。 

 申込先：wcup36entry@gmail.com 

(2)大会会場でのエントリー 

次の大会会場でも申し込みを予定しています。要項末の参加申込書等に必要事項をご記入

の上、参加費と共に運営者にお渡しください。 

・12/8  全日本リレー(茨城) 

・12/15 関西学連ミドルセレ(大阪) 

・1/12  関西パーク Oツアー(大阪) 

・1/13  関西パーク Oツアー(和歌山) 



5. 送金先 

・ゆうちょ銀行から振込の場合 

 加入者氏名：入谷健元（イリタニタケユキ） 

 記号：14090 番号：31746891 

・他金融機関から振込の場合 

 ゆうちょ銀行 

四〇八（ヨンゼロハチ）⽀店 普通 ⼝座番号：3174689 

加入者氏名：入谷健元（イリタニタケユキ） 

 

６．申込締切 

 2020年 1月 26日（日）必着 

 

7．注意事項 

・その他の詳細は「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」に準じて

行うものとします。 

・大会当日、公園内には一般の利用者がいらっしゃいます。競技中は接触事故等に十分注意

してください。もし事故があった場合は必ず本部に報告してください。 

・参加者が自身および第三者に対して与えた損失、損害に対して主催者及び主管者は一切 

責任を負いません。 

・団体傷害保険には加入しますが、補償には限度があります。各自で健康保険証の持参をお

願いします。 

・レンタル SIカードを破損・紛失された場合、実費を申し受けます。 

・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。 

・ゴミの持ち帰り、貴重品の管理は各自で徹底してください。 

・本要項の内容は変更の可能性があります。変更は大会HP でお知らせします。 

・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。 

 

8．問い合わせ先 

本大会に関するお問い合わせは以下のアドレス（☆を＠に変えてください）までお願い致し

ます。 

iron.hi27☆gmail.com 【岩城】 

 

 

 



 

第 36回 ウエスタンカップリレー 参加申込書 

クラス   

チーム名 

(15字以内) 

 

代表者氏名  

代表者住所 〒 

代表者 TEL  

代表 e-mail  

走順 氏名 参加区分 年齢 性別 

一走/個人  一般/大学学部生/高校以下  男/女 

二走  一般/大学学部生/高校以下  男/女 

三走  一般/大学学部生/高校以下  男/女 

リザーブ１  一般/大学学部生/高校以下  男/女 

リザーブ２  一般/大学学部生/高校以下  男/女 

紙版プログラム(500円) 必要/不要 参加費  

円 成績表(500円) 必要/不要 

 


