
 

 

5 時間クラスの各チームのルート解説と総評 

日本大正村フォトロゲイニング実行委員会 

 委員長 寺澤直樹 

１．はじめに                                     

この度は日本大正村フォトロゲイニング２０１7 in summerの開催に際し、関係者の皆様にはご理解、ご協力

を賜り、厚くお礼を申し上げます。今回で 2回目の開催となりましたが、県内外から 101チーム、291名の参加

者を迎え、無事に終了することができました。恵那市をはじめ、教育委員会、体育連盟、社会福祉協議会明智

支部、明知鉄道株式会社、（公財）日本大正村、大正ロマン株式会社、観光協会明智支部、まいまいくらぶ、各

団体、企業様のご支援をいただきまして、盛大にとり行うことができました。 

また、恵那市の小坂市長様、大正村の横田理事長様にも開会式にてお言葉をいただきまして、誠にありが

とうございました。 

6 月、梅雨時の開催ということもあり、当日の天候も心配されましたが、雨もなく、曇り空の安定した天候

となりました。気温２0～２５度、湿度６０％ほどと前日から蒸し暑さが感じられるようになってはいましたが、

長距離を歩く、走るといった当競技にとっては、まずまずといったコンディションでした。 

 

2．地図・ルール解説                                    

地図は A３サイズ 1 枚、表面に明智町拡大図地図（縮尺８千分の１）、裏面に全体図（縮尺２万５千分の１）を用

意しました（資料①）。チェックポイントは合計４９か所とシークレットポイント（得点がシークレット）１か所、その

内、おもてなしを受けることができるポイント（１００円券を使用してお買い物ができる）が７か所でした。合計

得点２０００点＋シークレットポイント３９点で２０３９点満点の設定としました。また、特別ルールとして「明知鉄

道の利用を認める」こととし、明知鉄道の時刻表を裏面に記載しました。競技時間は５時間と３時間としまし

た。 

 

構成は明智町が南側半分、山岡町が北側半分とし、２つの町を競技エリアとしました。今回は５時間クラス

を新設したこともあり、明智町だけではこと足りず、山岡町をエリアに入れました。この山岡町の地形がロゲ

イニングに適していることに気づき、今回のフォトロゲの主要エリアとなりました。 

 

明智町には主会場となる明智文化センター、スタートとフィニッシュ、チェックポイント２４か所を設定しまし

た。そのうち１３か所は明智町拡大図内に設定しました。スタートとフィニッシュは大正村広場（標高 451m）、最

高地点はすわがみね山頂（標高 732m、１１５点）でした。 

山岡町にはチェックポイント２５か所を設定しました。明智町と比べ、チェックポイントの範囲を広く取りまし

た。最高地点は天池林道途中の木（標高７７０ｍ、１００点）でした。 

 最高得点のすわがみね山頂１１５点と、天池林道途中の木１００点は、スタートから意外と近い範囲にあります。

しかしながら、スタートとの標高差は約２８０から３３０ｍの山中にあるため、到達するには体力と地図の読解力

が必要となりました。 

 



 

この２つの町ですが、地図が示すように地形的に違った特徴を有しています。 

 

明智町は平坦地（明智町拡大図部分）が比較的狭く、山地が多くなります。スタートから西側は明智の森７

６点～大舟春日神社５４点～すわがみね山頂１１５点に向けて標高が高くなります。今回は競技エリア外になり

ますが、東側は標高が低くなっていきます。南も同じように標高は低くなっていきます。明智町の市街地に

向けて川は流れ、明智の町中で合流し、明智川となって南へ流れていきます（蛍光青の線）。 

 

山岡町は明智町に比べて平坦地が多く、中心を流れる小里川は東から西へと流れていきます（蛍光青の

線）。山地も小里川を挟んで南北に位置します。北側には夕立山、田代山、屏風山があり、南側には田沢ダム、

兼平ダムがあります。 

 

明智町と山岡町の町境は山となっており、稜線を林道が通っています（蛍光緑の線）。 

（西から、すわがみね山頂１１５点～ふるさと林道休憩所７７点～大正村つつじ文字５２点～田沢ダム６５点～

磐座の森８０点～天池林道途中の看板１００点） 

 

明智町と山岡町を南北に貫くように、国道３６３号線、明知鉄道が走ります。そして、明智町と山岡町を南北

に結ぶルートは次の４通りあります。 

①国道３６３号線を通るルート（野志駅３３点～大正村つつじ文字５２点～黒羽根のお堂２７点） 

②ふるさと林道越えルート（ふるさと林道休憩所７７点～釜屋城跡８１点～山岡地籍調査記念碑３７点） 

③東海自然歩道ルート（安住寺４０点～田沢ダム６５点～五社神社４１点） 

④東海自然歩道から天池林道越えルート（安住寺４０点～天池林道途中の看板１００点～小さな滝５７点） 

このルート選択は競技を進めていくうえで、重要なポイントとなりました。①と③は比較的簡単なルートで

すが、②と④は困難なルートであり、高得点を狙えますが、体力を要します。 

 

 スタート前の作戦会議での地図読みが重要となりますが、各チームがどのようなコースを選択したのか興

味のあるところです。監修者としましては、自分のチームの体力にあったコース選択ができたかどうかがポ

イントになると感じました。 

 

明智町エリアのチェックポイントは明智町拡大図で１３か所３３０点、その他１１か所５７１点、合計２４か所で、総

得点は９０１点です。 

山岡町エリアのチェックポイントは国道３６３号線を挟んで西エリアが８か所２６０点、東エリアが１７か所８３９

点。合計２５か所で、総得点１０９９点です。 

明知鉄道に乗車し車内撮影するとシークレットポイントがもらえます。乗ってくれてサンキューということ

で、３９点です。この明知鉄道を利用するかしないかは各チームの判断ですが、結果にどのような影響を与

えたのかは興味深いところです。 

  

明智町エリアだけを回ったとしても、実は９００点が取れます。標高が高いすわがみね山頂１１５点があるとし

ても、エリア的には狭いです。しかも明智町拡大図内にはポイントが密集しています。走るペースにもよりま

すが、おそらく 3 時間クラスでも頑張って走れば回りきれるチームもあると思います。 

 



プランとしては①山を越えて山岡側に行くべきかどうか ②行くとしたら西側から越えるか、東側から越

えるかどうか ③明知鉄道をどのように利用するか などを考慮することとなります。 

では、各部門、各カテゴリーごとに結果を見ていきたいと思います。 

  

資料① 今回使用した地図です。 蛍光青は川の流れ、蛍光緑は山の稜線です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３． ５時間クラス考察                               

この解説、総評は各参加チームが提出してくれたルート得点集計用紙をもとに、監修者が勝

手に想像しながら解説しています。間違いもあるかと思いますが、ご了承ください。 

 

【男子の部】 

男子の部は４チームの出場。優勝は塩見チーム（１６３６点）、２位はコマランくん（７８４点）、３位は寿司

屋 OLC-A チーム（７６６点）でした。全チームが時間内にフィニッシュしました。 

 

今大会より新設された５時間クラス。男子優勝の塩見チーム（岐阜県岐阜市）は５時間クラス総合１位、

男子では２位に８５２点差をつけての圧勝でした。全４９チェックポイント中、３７ポイントを獲得、シークレッ

トポイントもそつなく獲得しました。監修者の私としましては、明智町内のチェックポイントが狭い範囲の

中で２４か所ありましたので、山岡町の２５か所と合わせて、全て回るチームもあるのではないかと思い

ましたが、回られずにほっとしました。 

まずは明智駅３４点を獲得しています。その後すわがみね山頂１１５点を獲得するルート選択でしたの

で、いきなり明智駅を獲得したのは何か理由があったのでしょうか。すわがみね山頂１１５点をした後は、

釜屋城跡８１点を取り、山岡町西側エリアを順番に回ります。かんてんパーク１３点を取ったあとは爪切り

地蔵尊８２点を取って山岡町東側エリアを取りながら、兼平ダム７９点、小さな滝５７点、さらに上って天池

林道途中の木１００点を獲得しました。その後、磐座の森８０点を回避し、遠回りして田沢ダム６５点、国道３

９３号線に出て、明智エリアを取りながら戻りました。明知鉄道は野志駅から明智駅まで乗車していま

す。全体的には地図を時計回りにぐるりと回ってきた感じでした。 

５時間ありますので、前半のすわがみね山頂１１５点から釜屋城跡８１点をスムーズに獲得して山岡町西

側エリアを順調に回ると、後半にかけての残り時間に余裕が出ます。そして、塩見チームはその後、往復

４㎞の爪切り地蔵尊８２点を獲得するルート選択をしました。花白温泉駅３１点、寺尾の三十三観音２２点、

飯高かんのん茶屋４３点を獲得するルートもありましたが、それは選択せず。天池林道途中の木１００点

から磐座の森８０点も回避しました。監修者的にはぜひ、天池林道途中の木１００点から「不明瞭な小径」

通って、磐座の森８０点を獲得してほしかったですね。不明瞭な小径と書いてはありますが、地図とコン

パスがあれば、それほど難しくはありませんので。しかしながら、明知鉄道に乗ることを考えれば遅れ

ることは許されませんので、賢明な選択だったと思います。やはりロゲを知っているチームは罠的チェ

ックポイントを選択しません。磐座の森８０点はそれほど罠ではありませんが・・・。どちらかといえば、爪切

り地蔵尊８２点のほうが罠的チェックポイントです。よって罠的チェックポイントを冷静に見極め、ことを

運んだ塩見チームの勝利だったと思います。 

２位のコマランくんチーム（愛知県小牧市）はフォトロゲ初出場でした。初出場の場合３時間クラスから

チャレンジする場合が多いのですが、５時間クラスの選択は思い切ったチャレンジだったと思います。地

図をしっかり読むこと、遅刻をしないこと、ペース配分に注意すること、５時間の間にさまざまなことが

起こる可能性があるので、冷静に対処することなど、チーム一丸となって取り組む必要がありました。

まず明知鉄道に乗って、花白温泉駅まで乗車します。そこから飯高かんのん茶屋４３点、兼平ダム７９点

を経由して、各ポイントを取っていきます。遠くから攻めるフォトロゲの基本を守った取り方でした。そし

て、小さな滝５７点から上って天池林道途中の木１００点を獲得、林道のほこら３９点を取って、長い下り坂

を走ります。途中ポイントを取りながら、山岡駅で再び明知鉄道に乗車し明智に戻ります。戻ったあとは



千畳敷公園お弘法さん４４点などを回って、フィニッシュしました。この回り方だと、道に迷っていなけれ

ば、時間的な余裕はあったと思います。前半の飯高かんのん茶屋や天池林道途中の木１００点までは上

りなので、体力的にきつかったでしょう。また、明知鉄道も有効に利用した回り方だったと思います。列

車利用可は今大会特別ルールです。他の大会に出られたときは利用できませんので注意してくださ

い。その場合、５時間フルに歩くか走って移動になります。そういうフォトロゲも楽しいと思いますので、

ぜひ出場してみてください。 

３位の寿司屋 OLB-A チーム（愛知県名古屋市）。３時間クラスに出場した寿司屋 OLB－Bチームは男

子の部で優勝しました。おそらく５時間クラスとあわえて２冠を狙ったと思いますが、残念ながら３位で

した。このチームは実質、２８か所とシークレットポイントを回っていますが、カメラのトラブルで１９か所と

シークレットポイントしか獲得できませんでした。しかも、磐座の森８０点、すわがみね山頂１１５点の高得点

ポイント地点を回っているにも関わらず、写真確認ができませんでした。撮影時に写真が保存されてい

るかどうかを確認する必要がありましたし、カメラの不調が途中で起きた場合は、予備のカメラやスマ

ホを使用して撮影しておくことが必要でした。このような事象は監修者としても残念でなりません。も

し、全部が確認できたなら、１２００点近く獲得しましたので２位になった可能性がありました。次回は注意

してほしいと思います。ルート的には明知鉄道で山岡駅まで行き、山岡町東側エリアを回って兼平ダム

７９点を獲得、さらに天池林道途中の木１００点から磐座の森８０点、田沢ダム６５点に進み、安住寺４０点、

野志駅３３点、坂を上ってすわがみね山頂１１５点を獲得しました。中盤の山越え、後半にすわがみね山頂

のトライと、アップダウンの激しいルート選択であったので、体力的にきつかったと思われます。 

４位のイイダウェーブ北部支部チーム（長野県下伊那郡松川町）。まず明知鉄道で花白温泉駅まで行

き、そこから寺尾の三十三観音２２点、爪切り地蔵尊８２点を獲得、山岡の西側エリアを回りました。そして

国道３６３号線沿いにポイントを取りながら南下し、明智町拡大図エリア内を回りました。残り時間が３０

分ほどあったので、時間的には余裕を残してのフィニッシュとなりました。 

爪切り地蔵尊８２点は一つだけ離れたところにあるチェックポイントです。行こうか、行かないか迷う

ところですね。途中、長い上り坂がありますし、往復するルートなので、フォトロゲでは嫌われるパターン

の場所です。地図全体ではチェックポイント間の距離が短めの大正村フォトロゲイニングですが、このチ

ェックポイントは遠めに設定しました。本当によくチャレンジしてくれたと思います。その日は月に一度の

催し物が開催されていました。爪切り地蔵尊８２点近くのお寺、林昌寺の住職も、「なんだか走る人たち

が爪切り地蔵のところで写真を撮っていったよ。宣伝になってうれしい」とおっしゃっていたそうです。 

また、そこでは８月１６日に毎年恒例の花火大会が行われます。打ち上げ花火もありますが、地元の方

たちが作成した「仕掛け花火」が面白い。ロケット花火が導線に沿って撃ち放たれ、各所に設置してある

仕掛け花火に点火し、花火で描かれた絵柄が表れます。そして「行き別れ」というメインの仕掛け花火

が最後にありますが、この仕掛け花火はここ何年か成功したことがないのです。私も成功したという記

憶はほぼありません。ですが、実行委員の方は毎年成功を祈ってチャレンジします。もしかしたら、今年

は成功するかも知れません。興味がある方はぜひ足をはこんでみてはいかがでしょうか。ちなみに、雨

が降っても行われます。中止にすると「祟り」や「飢饉」がおこると言い伝えられているからです。 

 

まとめますと、４チームに出場して頂いたので、何とか競技として成り立ちました。３チーム以下です

と、入賞は確実で盛り上がりに欠けますので。結果、塩見チームの圧勝でしたが、寿司屋 OLB-A チーム

のミスにより、２位から４位が接戦になりました。４位のイイダウェーブ北部支部チームが残り時間３０分

ありましたので、もう少し欲を出して千畳敷公園お弘法さん４４点か、明知城本丸跡７５点を獲得してい

れば、２位になれる可能性もありました。 



【女子の部】 

女子の部は５チームの出場でした。優勝はコマランちゃんチーム（７７６点）、２位はあじまレディースチ

ーム（６３７点）、３位は中京学院大学 C チーム（４５９点）でした。全チームが時間内にフィニッシュしまし

た。 

 

優勝のコマランちゃんチーム（愛知県小牧市）。男子２位のコマランくんチームと同じ「小牧ランニング

クラブ」のお仲間のようです。こちらも初めてのフォトロゲ参戦でしたが、初出場、初優勝という好成績

を収めました。 

まずは明知鉄道で明智駅から花白温泉駅まで乗車します。そこから寺尾の三十三観音２２点、飯高か

んのん茶屋４３点を経由して、兼平ダム７９点を獲得、さらに上って天池林道途中の木１００点も獲得しまし

た。そして、各チェックポイントを回りながら、山岡駅まで下り、明知鉄道で明智に戻ったと思われます。     

途中の山岡駅付近にて、あるチームの方が体調不良のために救急搬送される事態が起こったので

すが、それに対してサポートしていただきまして、誠にありがとうございました。コマランちゃんチーム

は自分のチームだけでなく、他のチームが困っているときに手を差し伸べてあげることができる、本当

にすばらしいチームであると思います。５時間クラスではいろいろなことが起こりますので、落ち着い

て対応することが必要になります。これもフォトロゲを行う上で大切な能力であると思いますが、その

能力を兼ね備えたコマランちゃんチームは、今後、フォトロゲ、マラソン、駅伝等できっと活躍してくれる

ことと思います。監修者の私としても、このような方たちが、当大会に参加してくださっていたことに

大変感銘しましたし、感謝しなければと思いました。 

２位のあじまレディースチーム（愛知県名古屋市ほか）。このチームは明智町のエリアを中心にポイン

トを回りました。最初にマルコ醸造２５点、喜作稲荷８点、土田金商店２１点、そして千畳敷公園お弘法さん

４４点を獲得しています。その後も山口誓子の句碑１９点、あづま精肉店２３点、中馬街道うかれ横丁９点、

旧三宅家２９点、明知城本丸跡７５点を回りました。次におそらく裏から下って、県道に出ます。交差点を

曲がり、らぴぃくん２０点、東海自然歩道の看板２６点、安住寺４０点、野志駅３３点を獲得し、明知鉄道に乗

車して明智駅まで行きます。明知城本丸跡７５点はこのチームのように、県道を使って裏からアクセスし

たほうが分かりやすいと思います。後半は明智の森７６点を回り、再び下って野志に出て、野志圃場整備

碑３６点を獲得しました。 

５時間クラスだと、明知鉄道が上り４本、下り４本利用できます。シークレットポイントを取ろうとする

と、そのどれかに乗車する必要があります。どれに乗車するか、迷うところですね。プランを立てる場合

に、最初に乗ってしまう、または最後に乗るとしたほうが立てやすい気がします。途中で乗るのは電車

の時刻を気にしてしまうため、乗り遅れた場合に対応が難しくなります。しかしながら、明智にいれば乗

り遅れたとしても対応できますので安心ですが。列車を使うというのは、体力的に楽ではありますが、

プランニングが難しいという特徴があります。 

３位の中京学院大学 C チーム（岐阜県瑞浪市）。このチームは中京学院大学陸上競技部の駅伝部で

構成されたチームです。今回は前日に陸上の試合があったために、休養のジョギングがてら出場してく

れました。明智駅３４点を獲得した後に国道３６３号線沿いにポイントを回りました。かんてんパーク１３点

の後は、西側エリアを順番に回り、明智に戻ってくるというルートでした。５時間ありましたので、十分に

時間を使って回りましたが、途中のおばあちゃんの手作りのお店２４点を獲得した後は、山岡地籍調査記

念碑３７点を取り、明智に直接戻っています。しいて言うなら、永代常夜燈３８点、釜屋の枝垂桜の看板２８

点を取って、山岡地籍調査記念碑３７点に行ってほしかったと思います。 



フォトロゲでは走ることが長けているだけでは勝てません。地図読みであったり、作戦であったり、違

う要素が大きく影響します。自分のチームがどれだけのペースで走り続けられるのか、このチェックポ

イントまでの距離はどの程度か、上り坂なのか、下り坂なのか、地図から判断を迫られます。この判断と

決断を的確にスピード感をもって行っていく必要があります。これがフォトロゲの面白いところであると

監修者の私は思います。 

４位の中京学院大学 B チーム（岐阜県瑞浪市）。このチームも中京学院大学陸上競技部の駅伝部で

構成されています。このチームは明智町拡大図エリアを回りました。十分に時間があったので、どこか

お店で時間を使ったか、ウォーキングで回ったかと思います。しいて言うなら、喜作稲荷８点を獲得して

ほしかったですね。 

５位の中京学院大学 A チーム（岐阜県瑞浪市）。このチームも中京学院大学陸上競技部の駅伝部で

構成されています。このチームは明知鉄道で花白温泉駅まで行きます。その後は寺尾の三十三観音２２

点、飯高かんのん茶屋４３点を獲得します。そして花白温泉駅から再び明知鉄道で明智に戻ったか、走っ

て明智に戻ったかと思われます。 

 

まとめますと、ランニングクラブで鍛えた走力とチームワークが際立ったコマランちゃんチームの優

勝でした。走力がそのまま結果に表れたと思います。あじまレディースチームも走力はありましたが、プ

ランニングをもう少し工夫する必要があったかと思います。山岡エリアまで足を運び、チェックポイント

を獲得するプランを立てていれば、優勝に近づけたと思われます。中京学院大学各チームですが、陸

上競技部ということで走力はあるので、地図読みの技術をもう少しあげて、またチャレンジしてほしい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【混合の部】 

混合の部は１９チームの出場でした。優勝はふわっとチーム（１４９３点）、２位はチーム Takigawa（１４３６

点）、３位は凸餅チーム（１４３６点）でした。１８チームが時間内にフィニッシュしましたが、残念ながら、１チ

ームが途中棄権となりました。 

 

優勝のふわっとチーム（愛知県豊橋市）。５時間クラス総合も２位の好成績でした。総合１位の塩見チー

ムとは１４３点差、混合２位のチーム Takigawa とは５７点差でした。ふわっとチームはシークレットポイント

を獲得していません。自分の足のみで進めていく作戦をとりました。また、このチームはすわがみね山

頂１１５点を目指すルート選択をするチームが多い中、あえて東海自然歩道を通って山岡に抜けるルート

を選択しました。そこに何か理由があったのでしょうか、確認してみたかったですね。 

東海自然歩道の看板２６点から安住４０点、田沢ダム６５点を獲得して、イワクラ公園展望台７０点を経

由します。ここから山岡駅３２点を取ると思ったのですが、そこは取らず、今度は天池林道途中の木１００

点を目指して南東に向かいます。ここは長い上りが続きます。１００点を獲得した後は、兼平ダム７９点を

回って、飯高かんのん茶屋４３点、花白温泉駅３１点を獲得します。そして山岡春日神社１５点、山岡駅３１点、

かんてんパーク１３点を得て、山岡町西側エリアを回ります。山岡地籍調査記念碑３７点から釜屋城跡８１

点を経由、ふるさと林道休憩所７７点、すわがみね山頂１１５点を獲得して、明智町拡大図エリア内に入り

ました。 

総合１位の塩見チームは地図を時計回りに回ったのに対し、ふわっとチームは反時計回りに回りまし

た。この上位２チームの回り方の違いは大変興味深いところです。両チームとも磐座の森８０点を回避し

ています。違いは爪切り地蔵尊８２点、明知城本丸跡７５点、シークレットポイント３９点を獲得したかどうか

でした。どちらにしましても、体力と走力が必要になる回り方であり、ふわっとチームの能力の高さを示

した素晴らしい結果であったと思います。 

 ２位のチーム Takigawa（東京都昭島市）。優勝のふわっとチームとは５７点差で惜しい結果となりまし

たが、よく頑張ってくれました。チーム Takigawa の回り方の特徴として、明智と山岡の境の稜線沿いに

ポイントを取っていったところにあります。資料①の地図によれば、蛍光緑線に沿って西から東へ進め

ていったことによります。このような取り方は、監修者の私も想定していましたが、参加チームの中で

意外と少なく、チーム Takigawa だけでした。 

ふるさと林道休憩所７７点を獲得後、釜屋城跡８１点を取りましたが、どのチームもそのまま山岡町西

側エリアに下りていきました。ところがこのチームは釜屋城跡８１点を取り、引き返したのか、ふるさと林

道に再び戻って下り、国道３６３号線に出ました。そして、大正村つつじ文字５２を獲得して、田沢ダム６５

点に向かい、磐座の森８０点、天池林道途中の木１００点、兼平ダム７９点を獲得していきました。花白温泉

駅３１点を回っていますが、残念ながら何らかの原因で写真チェックが認められませんでした。それが認

められていれば、さらに高得点だった思います。このチームが良かったのは、回ったチェックポイント数

が３３か所と少ないわりには、総得点が高かった点です。効率の良さは優勝したふわっとチームや、総合

１位の塩見チームよりも良かったと思います。 

「得点効率の良さ」の判断基準をどうするかですが、特に決まっているわけではありません。定義を

すれば「いかに最短距離でたくさんの得点を獲得したか、もしくはチェックポイントを回ったか」あるい

は、「いかに短時間でたくさんの得点を獲得したか、もしくはチェックポイントを回ったか」だと思います。

後者はフォトロゲのルールそのものになりますので、前者の定義を採用し、「獲得した総得点」を「移動

距離」で割った値で比較してみます。しかしながら、各チームが獲得した得点は分かりますが、移動距離



が定かではありません。よって同じではありませんが、移動距離を回ったチェックポイント数と考え、「総

得点÷回ったチェックポイント数」で算出し、比較してみます。これは厳密にいえば、「いかに高得点のチ

ェックポイントをたくさん回ったか」ということであり、さらに言い換えると「回ったチェックポイントの平

均得点」となります。 

 そうしますと、チーム Takigawa は総得点１４３６点、チェックポイント数３３か所なので、1436÷３３＝４３．

５１になります。同じようにふわっとチームは１４９３÷３８＝３９．２８、塩見チームは１６３６÷３８＝４３．０５と

なります。それぞれを比較すると、チーム Takigawa が最上位となり、高得点ポイントを効率よく獲得し

たこととなります。ふわっとチームはチーム Takigawa よりも効率が悪かったけれども、速いペースで数

多く回ったことになります。塩見チームは、高得点ポイントをチーム Takigawa よりも速いペースで数多

く回ったことになります。 

 しかしながら、これが本当に効率の良さを表しているのか疑問です。誰かよい比較方法があれば教

えてほしいと思います。 

３位の凸餅チーム（愛知県岡崎市）。このチームはまず、明智町拡大図エリアを１０か所回った後、すわ

がみね山頂１１５点を目指し獲得、釜屋城跡８１点を取りながら下って、山岡町西側エリアを順番に取りま

した。その後山岡町東側エリアの平坦地を回って、国道３６３号線沿いのチェックポイントを取ります。野

志駅で明知鉄道に乗車し、シークレットポイントを獲得して明智駅まで行きました。 

このチームが回ったチェックポイント数は３８か所で優勝したふわっとチームと同じです。違う点は高

ポイント地点の獲得数です。天池林道途中の木１００点、兼平ダム７９点、飯高かんのん茶屋４３点、熊野神

社４２点など獲得できれば、上位２チームに絡めたと思われます。前半の明智町のチェックポイントで体

力を消耗したのか、後半は平坦地のチェックポイントを選んで回ったように感じます。 

４位のラタマキューチーム（岐阜県各務原市）。このチームは前回大会の混合優勝チームです。２連覇

を狙っての出場でしたが、３位と１８点差の４位で入賞ならず。あと一つチェックポイントを回っていれば

逆転の３位という展開でした。まず、明智で３か所回り、明知鉄道に乗って、野志駅まで行きます。そこか

ら国道３６３号線沿いにポイントを取って、田沢ダム６５点経由で山岡町東側エリアに入ります。山岡駅３２

点まで順番にとって、山岡町西側エリアを山岡地籍調査記念碑３７点まで取ります。そこから釜屋城跡８

１点まで上り、続いてすわがみね山頂１１５点を獲得、明智に下って、拡大図エリアを回りました。 

３位の凸餅チームは最初に明智町拡大図エリアを回り、すわがみね山頂を獲得していますが、４位の

ラタマキューチームは最後にすわがみね山頂を獲得し、明智町拡大図エリアを回っています。どちらが

いいかは分かりませんが、対照的なルート選択で大変面白いと感じました。残り時間１０分ありましたの

で、らぴぃくん２０点を取ると逆転でした。惜しかったと思います。 

５位の招き猫チーム（愛知県稲沢市ほか）。このチームの回り方も特徴的でした。回ったチェックポイン

ト数は３７か所と混合で３番目に多かったですが、高ポイント地点の獲得が少なかったために、１１００点台

となりました。まず、明智で４か所回って、明知鉄道で花白温泉駅まで行きます。そこから飯高かんのん

茶屋４３点を経由して、兼平ダム７９点、小さな滝５７点を獲得、天池林道途中の木１００点は取らず、山岡

の町に向けて下ります。林道のほこら３９点、石碑３５点を獲得し、五社神社４１点を取ったのち、東海自然

歩道を明智方面に上ります。田沢ダム６５点、安住寺４０点を取り、国道３６３号線に出て、野志駅３３点を

取ります。そこから再度、国道３６３号線を山岡方面に向かってポイントを取りながら、山岡の西側エリア

を順番に獲得しながら明智に戻りました。 

このルート選択は明智と山岡間を４回行き来したことになりますし、最後に千畳敷公園お弘法さん４４

点も獲得しているので、体力の消耗度は激しかったと思われます。先ほど高ポイント地点の獲得が少な

かったといいましたが、逆に言えば、すわがみね山頂１１５点、天池林道途中の木１００点を取らずして５位



の成績はすばらしいと言えるでしょう。 

６位のチーム山本２（愛知県半田市ほか）。このチームはまず、得点を取りながら野志駅まで行きます。

野志駅から明知鉄道に乗車し、花白温泉駅で下車します。そこから飯高かんのん茶屋４３点を経由して、

兼平ダム７９点、天池林道途中の木１００点、林道のほこら３９点、石碑３５点を獲得、山岡東側エリアを取り

ながら、東海自然歩道を通って田沢ダム６５点、安住寺４０点、明智に戻って、明智町拡大図エリアを回り

ました。 

小さな滝５７点から天池林道途中の木１００点を獲得できたことは、大変良かったと思います。もし取っ

ていなければ、順位が１０番前後まで落ちていた可能性がありました。小さな滝５７点から天池林道途中

の木１００点までは、林間の砂利道を１ｋｍほど走り、いったんアスファルト舗装の道に出ます。ここから天池

林道に入って上りますが、点線の近道を通れば最短で到達します。急な坂ですが、よく頑張って獲得し

たと思います。 

７位のチームナカノ（愛知県半田市）。６位のチーム山本２と３点差でした。このチームは明智を２か所

回ってから、明智の森７６点を経由してすわがみね山頂１１５点を獲得、ふるさと林道休憩所７７点から釜

屋城跡８１点を取って山岡に下り、山岡西側エリアを回ります。そして山岡駅３２点を獲得して、国道３６３

号線沿いに明智にポイントを取りながら戻ります。その後、明智町拡大図エリアを回りました。地図の西

側エリアと明智町拡大図エリアをほぼ回ったことになります。６位まであと３点、残り時間約１３分を残し

ていたので、もう少し上乗せしたかったところですが、よく頑張ったと思います。 

８位の enoharirin（福井県福井市）。このチームはまず、明智で６か所回り、明知鉄道に乗車して花白温

泉駅まで行きます。その後飯高かんのん茶屋４３点を経由して、兼平ダム７９点、小さな滝５７点、天池林

道途中の木１００点を獲得します。ここまではどのチームも選択するルートですが、この後が特徴的でし

た。林道のほこら３９点まで下った後、石碑３５点まで下り続けるのが普通ですが、ここから磐座の森８０

点を取りに行きました。どの道を通ったのか不明ですが、地図上で最短距離を通るには、また戻り、田沢

ダムから上ってくる林道にアクセスするために、途中の点線の小径を通る必要があります。この点線の

小径ですが、まず、入り口が見つけにくいです。この道だろうと思われるところは倒木でふさがれてい

ます。なので、その横の尾根に上ってそのまま５０ｍほど進み、途中、右に降りて沢を渡り、さらに急斜面

を登ります。通った人にしか分かりませんが、「これって道か？」と思われるでしょう。私はわかりやすい

ように、しかも斜面がのぼりやすいように、ロープを張っておきました。ロープを伝って登っていくとい

うルートでしたが、このチームがそれを利用したかは分かりません。そしてそこを抜けて林道に出たと

します。出た林道を左に進み、磐座の森８０点に向けて、２つの沼の間を通って、「不明瞭な小径」にアク

セスします。このルートはアクセスしやすいように多少、監修者の私が手を加えたところなので、もし、

このチームが通ってくれていたとしたらうれしい限りです。そして、その後ポイントを取りながら山岡駅

まで行き、明知鉄道に再度乗車します。野志駅で下車、ポイントを取りながら明智に戻りました。おそらく

先ほど説明したルートを選択したチームはこの enoharirinチームだけだと思いますが、監修者の私とし

てはうれしかったです。 

９位の写走ろチーム（愛知県名古屋市ほか）。このチームは千畳敷公園お弘法さん４４点を獲得した後、

明知鉄道に乗車し、花白温泉駅まで行きます。その後飯高かんのん茶屋４３点を経由して、兼平ダム７９

点、小さな滝５７点天池林道途中の木１００点を獲得します。そこから下って、林道のほこら３９点、石碑３５

点、イワクラ公園展望台７０点を獲得、東海自然歩道を通って、大正村つつじ文字５２点、野志圃場整備碑

３６点を取って、明智の森７６点取りに上っていきました。４人チームということでペース調整が大変だっ

たと思います。最初に千畳敷公園お弘法さん４４点を獲得していますが、１０時２０分発の明知鉄道に乗車

しようとすれば、２０分しか時間がありませんのでよく間に合ったと思います。あと、明智の町でもう２，３



か所回っていれば、１０００点越えができたでしょう。 

１０位のチーム原ちゃん（長野県松本市）。このチームはまず明智駅３４点を獲得し、国道３６３号線沿い

に走りながらポイントを取っていきます。大正村つつじ文字５２点を取った後、左に曲がってふるさと林

道に入り、上っていきます。そして釜屋城跡８１点を取り、下って、山岡町西側エリアを順番に獲得、おそら

く山岡駅から明知鉄道に乗車し、花白温泉駅で下車、山岡町東側エリアを取りながら東海自然歩道を通

って田沢ダム６５点、安住寺４０点を獲得しながら明智に戻りました。 

釜屋城跡８１点へのアクセスですが、チーム原ちゃんの取ったルートが最短の方法ですが、黒羽根弘法

堂２７点を取って国道を左に曲がり、山岡側からアクセスするのも一つの方法です。そうすると１０００点

越えができたと思います。また、残りの体力、時間にもよりますが、明智に戻って明知城本丸跡７５点を

取っていれば、もう少し上乗せができました。 

１１位の decimo チーム（神奈川県横浜市）。このチームは前回大会の混合３位のチームです。最速エン

トリー賞も受賞されました。このチームは明智を４か所回って、明知鉄道に乗車し、花白温泉駅で下車し

ます。そこから飯高かんのん茶屋４３点を経由して、兼平ダム７９点、小さな滝５７点、天池林道途中の木１

００点を獲得しました。そして林道のほこら３９点経由で、ポイントを取りながら、山岡駅３２点まで行きま

す。そこから国道３６３号線沿いのポイントを取りながら、明智に戻りました。昨年の競技エリアとは全く

違うため、昨年の経験はあまり生かされなかったかもしれません。しかしながら、遠くからの参加にもか

かわらず、２年連続出場、２年連続の最速エントリー賞受賞は本当に良かったです。おめでとうございま

した。 

１２位のトライアングルハッピーチーム（愛知県日進市ほか）。このチームは５人で構成されたチームで

した。まず、明智駅３４点を取って、すわがみね山頂１１５点を目指します。獲得後、ふるさと林道休憩所７７

点を取って、ふるさと林道を下ります。国道に出たら大正村つつじ文字５２点を取り、野志の２地点を獲

得すると、東海自然歩道に入って山岡駅３２点を経由して花白温泉駅３１点まで走ります。そこで明知鉄

道に乗車し明智まで戻り、明智町内のチェックポイントを回りました。大正村つつじ文字５２点から五社神

社４１点を獲得する場合、田沢ダム６５点を経由して行くと良かったと思います。少し上り坂もありますが、

田沢ダム６５点からは一気に下りますし、景色もよいので、ぜひ立ち寄ってもらいたいポイントでした。し

かしながら、５人ですわがみね山頂１１５点は大変でしたし、よく頑張ったと思います。 

１３位のチームかめ（岐阜県本巣市）。このチームはまず大正村役場１０点、旧三宅家２９点を回って、明

知城本丸跡７５点を獲得します。そこから町に下りて、明智町内を順番に回ります。そして国道３６３号線

沿いにポイントを取りながら、野志に向かいます。野志で熊野神社４２点を獲得したあと、ふるさと林道

休憩所７７点を獲得しています。この場合、どこの道を通ってふるさと林道休憩所７７点を獲得したのか

定かではありませんが、おそらく野志から大舟に向けてくねくね道を上り、さらに大東林道を上って、ア

クセスしたのだと思います。そしてシークレットポイントを獲得するために野志駅３３点まで戻って、明知

鉄道に乗車し、明智に戻りました。このチームは明智町にあるチェックポイント２４か所のうち、２２か所を

獲得したことになります。明智町エリアは狭いところにチェックポイントがありますが、町を外れると坂

ばかりという地形ですので、思ったより大変だったと思います。 

１４位の yamateCafe チーム（兵庫県神戸市ほか）。このチームはまず、すわがみね山頂１１５点を目指し

ます。取った後、ふるさと林道休憩所７７点を獲得し、ふるさと林道をそのまま下ります。国道に出て、大

正村つつじ文字５２点を取り、野志の２ポイントを取って、再度山岡に向かいます。黒羽根弘法堂２７点か

ら左に曲がって、山岡側から釜屋城跡８１点を取り、山岡駅３２点に向かいます。山岡駅で明知鉄道に乗車

し、野志で下車、野志駅３１点、らぴぃくん２０点を取りながら明智に戻りました。 

ふるさと林道休憩所７７点から野志の熊野神社４２点を取りに行くときに、地図上で見ると山の中を下



ってそのまま下りて行けるのではないかと思ってしまいます。昔は山道があったということだったので、

私も探したのですが、はっきり分かりませんでした。今回２本の点線の道を通行禁止にしています。これ

が通行できたら、yamateCafe チームもそれを通って野志に下り、効率よく獲得できたと思います。次回

大会ではどこかで下りられるようにしたいと考えています。 

１５位のチーム山本（愛知県知多郡阿久比町）。このチームはまず明智で４か所回ったあと、明知鉄道

に乗車し、野志駅で下車、野志の２か所を回って国道３６３号線沿いをイワクラ公園展望台７０点まで行き

ます。そこから田中庚申堂１８点、石碑３５点、薬師堂３０点、飯高かんのん茶屋４３点を取って、小さな滝５

７点まで行きました。そして、花白温泉駅３１点まで行き、明知鉄道に乗車し、明智に戻りました。花白温泉

駅を１４時１７分発の列車に乗ると、明智駅に１４時３０分に着きます。あと３０分をどうするのかが悩ましい

ところです。「時間いっぱい取りたいけど、遅刻は嫌だし・・・」そんな声が聞こえてきそうですね。 

１６位のボンバーマンチーム（愛知県春日井市）。このチームは明智で明知城本丸跡７５点、千畳敷公

園お弘法さん４４点を含む９か所を獲得したあと、明知鉄道に乗車し、山岡駅で下車します。イワクラ公

園展望台７０点をはじめ、山岡東側エリアを回りながら、東海自然歩道を経由して大正村つつじ文字５２

点取り、野志を回って国道３６３号線沿いを戻ってきました。おそらく、１１時２４分発の明知鉄道に乗車した

と思われますが、１０時２０分発の明知鉄道は大混雑だったため、先に明智のチェックポイントを回り、明

知鉄道に乗車したのは賢明だったと思います。 

１７位のショッキーズ（岐阜県多治見市ほか）。このチームは明智のチェックポイントを中心に回りました。 

土田金商店２１点、マルコ醸造２５点を取り、明智の森７６点を回ります。そこから黒羽根弘法堂２７点、大正

村つつじ文字５２点、野志を回りながら明智に戻って、明知城本丸跡７５点、千畳敷公園お弘法さん４４点

など残りのチェックポイントを獲得しました。明智の森７６点から黒羽根弘法堂２７点まで、どのルートで進

んだのか定かではありませんが、大船春日神社５４点を獲得できたらなお良かったと思います。 

１８位の teamVanity（三重県桑名市ほか）。このチームは５人で構成されたチームでした。明智で千畳

敷公園お弘法さん４４点、明知城本丸跡７５点など１０か所を回ったあと、明知鉄道に乗車し、山岡駅まで

行きます。イワクラ公園展望台７０点、田中庚申堂１８点、寺尾の三十三観音２２点、花白温泉駅３１点を取り、

再度明知鉄道に乗って明智に戻りました。山岡には寺尾の三十三観音のような石仏群が数多く点在し

ます。今回チェックポイントにも採用したかった石仏がたくさんありました。フォトロゲで道行く人たちの

無事を見守っていたと思います。 

 

今回途中棄権となりましたが、あかかぶサラダチーム（岐阜県不破郡垂井町ほか）が参加されました。

男性３名、女性１名、計４名のチームでしたが、途中メンバーの方が体調不良で救急搬送されました。梅

雨時期の大会だったので、メンバーの体力に気を使いながら進めていくことが必要でしたが、このよう

な結果となり残念でなりません。しかしながら、その後病院にて回復し、帰宅されたということで安心し

ました。今回、岐阜県の垂井町の方々が大会運営の体験、勉強がしたいと参加されていました。このチ

ームの方もそのメンバーであり、初めてのフォトロゲ参加でした。スポーツ大会ですのでこのような事

態も予想されます。この体験を今後に生かしてもらいたいと思います。 

 

まとめますと、１０００点以上のチームはフォトロゲ経験豊富なチームだと思います。回り方がそれぞ

れのチームの特徴を表しているので、大変面白い結果でした。上位にランクするには、すわがみね山頂

１１５点、天池林道途中の木１００点の２か所、あるいはどちらかを回ること、チェックポイント３０か所以上を

回る必要がありましたので、チームの体力も問われた展開であったと思います。 



【ファミリーの部】 

ファミリーの部は８チームの出場でした。優勝は KAWASAKI’S チーム（１２１０点）。２位は感謝感激雨霰チ

ーム（１１０４点）。３位は Team Heart Golds（１０４６点）でした。全チームが時間内にフィニッシュしました。 

 

優勝の KAWASAKI’S チーム（滋賀県大津市）。小学生の男の子２人とお父さんの３人チームでした。５時

間クラスの総合６位に入り、素晴らしい結果を残してくれました。ファミリーの部では、お子様の運動能力

によってチームの全体の運動能力が決まってきます。優勝の KAWASAKI’S チームは当然のこと、上位チ

ームのお子様方の頑張りには大変感銘を受けます。監修者の私としても、「小学生も出場するから、こ

のあたりにチェックポイント置くか・・・。」とか、「家族で和気あいあいと回るとしたら、どこに置こうか・・・」

などと、少し楽なところにチェックポイントを設定しようと考えますが、上位チームにとってはあまり関

係がないようです。１０００点を越えてくるあたり、お子様たちも立派なロゲイナーであると認識させら

れます。かといって、楽しみで参加される家族もいますので、地図作成のうえでバランスをとることも

必要になります。 

このチームのルート選択ですが、とても考えられた回り方をされています。まず大正村役場１０点、旧

三宅家２９点、明知城本丸跡７５点を獲得し、この後にすわがみね山頂１１５点を目指します。そのルートで

すが、らぴぃくん２０点を獲得して向かうところを、少し遠回りですが、らぴぃくんより得点の高い東海自

然歩道の看板２６点を取ります。そしてすわがみね山頂１１５点を目指しました。山頂の目前は急斜面です

ので、子供さんは頑張って上りました。その後、釜屋城跡８１点を取り、国道３６３号線沿いに山岡駅３１点、

イワクラ公園展望台７０点を取って、田中庚申堂１８点は取らず、それより得点の高い五社神社４１点獲得

し、石碑３５点、林道のほこら３９点、天池林道途中の木１００点を獲得しました。そこからさらに磐座の森８

０点、田沢ダム６５点、安住寺４０点を取りながら、時間があったのでしょう、ここでらぴぃくん２０点を取っ

て明智の町に戻り、さらに５か所回りました。 

混合の部で「得点効率の良さ」について検討しましたが、同じことをこのチームで計算してみます。

すると、総合得点１２１０点÷２７か所＝４４．８１でした。なんと、混合優勝のチーム Takigawa を超えていま

す。５時間で高得点ポイントを選択し回ったことを示しています。特に、すわがみね山頂１１５点と天池林

道途中の木１００など、高得点ポイントを獲得していることが大きな要因となりました。 

 

２位の感謝感激雨霰チーム（愛知県刈谷市）。中学生の男の子とお父さんの２人チームです。このチー

ムは前回大会のファミリーの部２位になったチームです。今回は優勝を狙っての参加だったと思います

が惜しくも準優勝となりました。このチームは前回大会の時にすわがみね山頂１１５点の登頂を経験して

います。果たしてその経験は生かされたのでしょうか、注目するところです。まずは明智のチェックポイ

ントを５か所回り、明智の森７６点、大舟春日神社５４点、すわがみね山頂１１５点を獲得しました。その後釜

屋城跡８１点を取り、山岡の西側エリアを順番に獲得、山岡駅３２点まで行きます。そこから田中庚申堂１８

点、五社神社４１点、国道３６３号線沿いに大正村つつじ文字５２点、野志駅３３点を取って、明知鉄道に乗

車し、シークレットポイントを獲得しました。明智に到着後、明知城本丸跡７５点を含む６か所を取りました。 

獲得チェックポイント数は３０か所であり、優勝チームよりも多く回っていますが、天池林道途中の木１

００点やイワクラ公園展望台７０点、磐座の森８０点などを高ポイント地点の獲得が少なかったことが結

果に影響しました。しかしながら、前回優勝チームの Team Heart Goals より順位が上だったことから、

前回のすわがみね山頂１１５点の経験が大いに生かされました。 

 



３位の Team Heart Goals（三重県四日市市）。小学生の男の子とお父さんの２人チームです。このチー

ムは前回のファミリーの部優勝チームであり、２連覇を狙いましたが、３位となりました。まず、明智で４

か所回り、明知鉄道に乗車して花白温泉駅まで行きます。花白温泉駅３１点から地図を反時計回り進みま

す。山岡駅３２点、かんてんパーク１３点、山岡町西側エリアを順番に獲得し、山岡町地籍調査記念碑３７点

から釜屋城跡８１点を取り、ふるさと林道休憩所７７点を経由してすわがみね山頂１１５点を獲得します。こ

のチームは前回大会に出場していますが、このすわがみね山頂１１５点を回っていませんので、今回が

初挑戦となりました。そこから、明智の森７６点など回りながら、野志に下りていきます。国道３６３号線沿

いに山岡へ進み、野志駅３３点などポイントを獲得しながら大正村つつじ文字５２点を取って折り返し、明

智町内に戻りました。 

獲得チェックポイント数は３１か所であり、実は優勝、準優勝チームよりも多く回っています。この回り

方についてですが、監修者の私の勝手な推測ですが、多少プランニングに迷いがあったように思いま

す。どこかで何かトラブルがあったのか、釜屋城跡８１点で時間がかかったのか、明知鉄道で何かあった

のか。前回大会のこのチームの素晴らしいパフォーマンスを知っているがゆえ、少し気になりました。も

しかしたら私の思い過ごしかもしれませんが・・・。しかしながら今回も入賞ということで、安定した結果

を残してくれました。 

 

４位のトランポリンチーム（富山県富山市）。中学生の男の子とお父さんの２人チームです。まず、明智

で４か所回り明知鉄道で野志駅まで行きます。野志のチェックポイントを回り、大正村つつじ文字５２点を

取った後、東海自然歩道に入って、五社神社４１点、田中庚申堂１８点を取りながら兼平ダム７９点、小さな

滝５７点まで行きます。折り返して飯高かんのん茶屋４３点を経由して、花白温泉駅３１点、イワクラ公園展

望台７０点、山岡駅３２点を取ります。山岡駅で明知鉄道に乗車して明智駅に戻り、６か所を回りました。初

めての出場でしたが、明知鉄道におそらく２回乗車したと思いますが、有効に活用しました。 

 

５位の Team しおじ（愛知県名古屋市）。小学生の男の子を含むご家族３人のチームです。明智こども

園１６点に始まり、野志のチェックポイントを回りながら、国道３６３号線沿いに進みます。黒羽根弘法堂２７

点取ったあとに左に曲がり、釜屋城跡８１点を取ります。山岡西側エリアを順番に獲得しながら、山岡駅３

２点に着きます。ここでおそらく明知鉄道に乗車したかと思いますが、もしくは歩行走行で花白温泉駅３

１点に向かいます。再び花白温泉駅から明知鉄道に乗車し、シークレットポイントを取りながら明智に戻り

ます。明智で千畳敷公園お弘法さん４４点を含む１０か所を回りました。小学生の男の子はおそらく１年生

か２年生だと思いますが、釜屋城跡８１点を上ったり、千畳敷公園お弘法さん４４点を獲得したりと、よく

頑張ったと思います。 

 

６位のはやしくみチーム（岐阜県恵那市）。小学生の男の子２人と、未就学児を含む家族５人のチーム

です。まず明智町拡大図エリアで明知城本丸跡７５点、千畳敷公園お弘法さん４４点を含む１２か所を回り、

国道３６３号線を野志駅３１点まで行きます。野志駅で明知鉄道に乗車し、花白温泉駅で下車、寺尾の三

十三観音２２点、山岡春日神社１５点、イワクラ公園展望台７０点を取りながら山岡駅３２点まで行きます。

山岡駅で再び乗車して明智に戻ります。監修者の私も未就学児を連れてフォトロゲに出場した経験が

あります。ある大会でスタートからの標高差３００ｍの山にチャレンジしたのですが、迷った挙句ポイント

が見つからず、しかも２０分の遅刻をしてしまいました。結果マイナス９００点という結果に・・・。子供をダ

ッコにおんぶで、私もヘトヘトになりました。それに比べれば、このチームのプランニングは立派で、子

供たちも、お父さんお母さんもよく頑張ったと思います。 



７位のケビンずチーム（愛知県知多郡阿久比町）。高校生と小学生２人を含む５人家族のチームです。

このチームのお子さんは足を怪我されていて、車いすでの出場でした。私はお子さんをベビーカーに

乗せたり、ベビーキャリアで背負ったりして出場するご家族は見たことありますが、車いすで出場する

方は見たことがありません。監修者の私も少し心配をしましたが、終了後に結果票を見てビックリしまし

た。「車いすでこのチェックポイント回ったんだ！すごい！」という感じでした。あづま精肉店２３点の店

主のおじさん曰く、「お父さんがお子さんをおんぶして明知城に上ってったよ」と。本当にすばらしい家

族愛を見せてくれました。特に明知城本丸跡７５点と、他のチームでさえあまり行かなかった爪切り地蔵

尊８２点を回っています。家族が団結してフォトロゲに取り組む、頑張る姿勢にとても感銘を受けました。

棄権されず、出場して頂いたことにスタッフ一同大変感謝しております。 

 

８位のここ掘れワンワン！チーム（三重県津市）。小学生の男の子とお母さんの２人チームです。明智

こども園１６点を獲得した後、明知鉄道に乗車し、花白温泉駅まで行きます。そこから飯高かんのん茶屋

４３点、イワクラ公園展望台７０点を含む山岡町東側エリアを８か所回ったあと、田沢ダム６５点、明智西宮

恵比寿神社１７点など６か所回りました。初めての出場でしたが、いかがだったでしょうか。フォトロゲは

「競技的な面」もありますが、当大会は「娯楽的な面」も取り入れました。子供が飽きないようにと、チェ

ックポイントの設定やおもてなしチェックポイントなど考えたつもりです。ファミリーで楽しめるフォトロ

ゲを秋にも行う予定ですのでぜひお楽しみください。 

 

まとめますと、ファミリーの部とはいえ、上位３チームの争いがとても熾烈でした。しかしながら、優勝

した KAWASAKI’Sチームは高得点ポイントを中心に回り、体力的に地図読みも他チームより長けていまし

た。２位の感謝感激雨霰チームは昨年の雪辱を果たしましたが、優勝には及びませんでした。しかしな

がら、昨年の経験を生かしてすばらしいフォトロゲを展開、成長した姿を見せてくれました。３位の Team 

Heart Goals は相変わらずの走力を見せてくれましたが、優勝する実力があるがゆえにもう少し回り方

に工夫がほしかったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４． 最後に・・・                                          

長くなりましたが、５時間クラスの各チームのルート解説、総評といたします。最初にもおことわりしま

したが、この解説は参加者の皆さんが提出したルート・得点集計用紙をもとに、監修者の私が「このルー

トだったら、おそらくこういう状況だっただろう」とか、「こんな回り方があったのか！」「このチームす

ごいなぁ～」など、推測で勝手に想像したものです。本人に確かめたわけではありませんので、ご了承

ください。しかしながら、監修者の私としては、この「想像する作業」がとても楽しいのです。次の大会に

向けての指針や、ヒントが見つかるかもしれないので。 

フォトロゲの大会は全国で行われておりますので、いろいろな大会に出場し、楽しんでいただけたら

幸いです。そして、フォトロゲを楽しむ人がもっと増えてほしいと願っています。 

  

日本大正村フォトロゲイニング２０１７ in summerはこれにて終了となりますが、「in summer」としたの

には理由があります。６月に行ったから「in summer」としたわけではなく、秋にも行うので「in summer」

を付けたわけです。つまり「日本大正村フォトロゲイニング２０１７in Autumn」（仮称）を１１月１２日に開催し

ます。この大会は今回よりも小規模で行います。時間は３時間のみ、ファミリー、シニア、中学生、高校生、

一般（予定）の各カテゴリーを設けます。エリアは明智町のみです。参加料は低く抑えます。もっともっと

地元の方に参加してほしいなぁ～ということで、地元の方優先で申し込みを行う予定ですが、県外から

も幅広く募集いたします。この大会のコンセプトはファミリーや、中高生、シニアが楽しめるフォトロゲを

目指しています。詳細は公式ホームページにて随時ご案内いたします。 

 

併せて、「日本大正村フォトロゲイニング２０１８ in summer」のご案内です。これは今回と同様の規模

で行います。おそらく来年６月になると思われますので、２０１８年の２月に案内告知、３月後半にエントリ

ー開始、５月いっぱいでエントリー締め切りという流れになるでしょう。 

この大会のコンセプトは今回の大会のチェックポイントにも採用した、○○をさらにクローズアップさ

せた大会となるでしょう。今のところ監修者の構想だけで、実現に向けては準備が必要ですので、準備

ができましたら公式ホームページなどでお知らせいたします。 

 

では、よりよい大会運営を目指して頑張っていきたいと思いますので、今後とも日本大正村フォトロ

ゲイニングをよろしくお願い申し上げます。 

 

 

以上 


