
 

 

大会を終えて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 autumn の開催に際し、参加者の皆様、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３回目の開催となりましたが、県内外から

28 チーム、81 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、社会福祉協議会

明智支部、（公財）日本大正村、大正ロマン株式会社、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。 

当日は少し寒さを感じましたが、天候にも恵まれ、風もなく、安定した日となりました。前日までウォ

ーキング大会実行委員会とフォトロゲイニング実行委員会、各関係団体の皆さんで草刈りなど入念な

準備を行い、紅葉真っ盛りの日本大正村、恵那市明智町で大会を迎えることができました。 

今回の大会では地元の明智中学校の先生と生徒さんにボランティアスタッフとしてご参加いただき

ました。チェックポイントの選定、写真撮影、当日のスタッフとして活動していただき、誠にありがとうご

ざいました。 

 

2．地図・エリア解説                                    

地図は A３サイズ 1 枚、表面にロゴ、明智中学校の生徒さんが撮られた写真を並べ、競技注意事項な

どを記載しました。裏面（資料１）に明智町拡大図地図（縮尺８千分の１）、全体図（縮尺２万５千分の１）を用

意しました。チェックポイントは合計３９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３か所でした。合計１０００点満点の設定としました。競技クラスは３時

間と２時間としました。 

２時間クラスは「子供だけでフォトロゲに参加したい」という声にお応えして、中学生以上を対象とし

た部門を設けました。当委員会で検討し、中学生以上の子供だけでの競技遂行は可能と判断しました。1

チームのみのエントリーとなりましたが、友達同士でフォトロゲを楽しんで頂けました。 

地図範囲は明智町のみとしました。狭い町であるため、構成は前回、前々回の大会とさほど変わりま

せん。そのため、チェックポイントの配置を南と西に多少広げ、新たな林道を使うことによって、大会を

面白くする工夫をしました。 

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を大正村広場（標高４５１m）に設定しました。全

３９か所のチェックポイントのうち、１６か所を明智町拡大図に設定、内３か所をおもてなしチェックポイント

としました。その他エリアに残りの２３か所を設定しました。 

最高標高地点は 37 カーブミラー②（５９５ｍ、スタート地点との差１４４ｍ）でした。最低標高地点は３１明

智浄化センター（３７２ｍ、スタート地点との差７９ｍ）でした。よって、２２３ｍの標高差の中にチェックポイン

トを設定したことになります。前回、前々回でチェックポイントに設定したすわがね山頂（７３２ｍ）は今回



はずしましたので、今までの大会よりも体力的に楽であったかと思います。 

また、配点の仕方は、スタート地点から遠くに行くにしたがって高得点となるよう、スタンダードな配

点としましたので、作戦がたてやすい初心者向けの設定であったと思います。 

 

資料１：今大会の地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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・北西エリアの「２６明智の森の東屋」、「３６司葉子村長記念花壇」に向けて標高が高く

なります。「３５カエデの木と池」、「３０桜の里案内看板」も標高５３０ｍの地点です。「１９滝清水観音像」の

滝坂観音堂も含めて、この西・北西エリアは紅葉のきれいなエリアとなります。 

 

スタートから南西エリアの「２８東海自然歩道看板②」と「３９東海自然歩道看板③」は今回新たに加え

たチェックポイントです。この山中にはマラソン選手がトレーニングするクロスカントリーコースが設営さ

れており、その一部をチェックポイントにしました。このエリアはまだまだ開発余地があり、チェックポイ

ントを設定できそうです。 

 

スタートから南東・南エリアの「１６下が淵のカエデ」、「２１かえでばし」、「３１明智浄化センター」、「５１大

小屋林道途中の桜の木」、「４３アケチりんごパーク」、「４５カーブの道路標識」は今回新たに設定したエ

リアです。特に１６下が淵のカエデから３１明智浄化センター」までの渓流沿いには、約７０本のカエデがき

れいに紅葉しております。 

監修者としましては、この南エリアを特に参加者に訪れてほしいエリアとして位置付け、大小屋林道

の整備に力を入れてきました。途中に倒木があったり、笹の道があったり、ぬかるみがあったりと、自然

を残しつつもロゲイニングらしい道に仕上げたつもりです。 

 

スタートから北東・東エリアは昨年の２０１６大会にも採用したエリアで、体力的にきついコースです。２

番目に高得点である４７どぜう池とのぼり旗はつづら折りの坂道の途中にあります。大正村名物の「ど

じょうのから揚げ」のどじょうを養殖した池があります。 

 

明智町拡大図エリアでは、「１０マルコ醸造（ソフトクリーム）」、「９土田金商店（うどん）」、「８あづま精

肉店（コロッケと串カツ）」の３か所をおもてなしチェックポイントとして設定しました。毎回同じお店です

が、参加者の評判が良いので、ご協力を頂いております。 

また、「２９明知城本丸跡」、「４１仲深山砦跡」の山城関係チェックポイントも探すのが楽しいポイントで

す。大正村の施設は「３大正の館」、「２３大正ロマン館」に設定しました。このポイントは明智中学校の生

徒さんが選定、ポーズも考え、写真撮影しました。 

 

今回、明智町拡大図エリアのチェックポイント数は多いですが、そのエリアは配点が低めなので、その

エリアだけでは得点は稼げません。拡大図エリアにプラスして、遠くに行かないと高得点は狙えません。 

パターンとしては・・・・ 

①明智町拡大図エリア＋西側エリア（＋南西エリア） 

②明智町拡大図エリア＋南側エリア（＋南西エリア） 

③明智町拡大図エリア＋東側エリア（＋南側エリア） 

 

あとは体力に応じて、他のエリアのチェックポイントをどれだけ回れるかということになるかと思いま

す。 

得点は 500から６００点あたりが入賞ラインになるだろうと感じました。 

 



３． ３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３チームの出場。優勝４５degrees チーム（６０６点）、2 位は Fighting rabbits チーム（496

点）、3位は池組チーム（３９２点）でした。全チームが時間内にフィニッシュしました。 

 

２０１６大会準優勝チームの４５degrees チームが前回の雪辱を果たし、見事優勝となりました。２位に１１

０点差をつけての圧勝でした。このチームは３回連続出場ということで、明智町の地形、地理を知り尽く

していることが強みであったと思います。獲得ポイントも６００点を超え、23 か所を回りました。 

まずは１２金幣社八王子神社を回り、１５川はこころのふるさとを獲得、北に向かいます。１７東海自然歩

道看板①、２２門野神社を回って、２０１６大会と同じようなルートをたどり、東エリアを行きます。３７、４７、４

２を獲得、３３白山神社から４５カーブの道路標識を獲得し、南エリアに入ります。このあたり、アップダウ

ンが繰り返される道なので走力が試されます。南エリアの４０、３４を獲得して、４３りんごパークから大小

屋林道を下ります。この道は今回通れるよう整備した新たな林道になります。途中、５１を獲得し、道を抜

け、３１明智浄化センターまで下ります。ここからは町に向けて２ｋｍの上り坂となりますが、渓流と赤く色

づいた約７０本のカエデが迎えてくれます。その後、２０光秀公産湯の井戸、４１仲深山砦跡、２３光秀公学

問所を回り、町中のポイントを取ってフィニッシュとなりました。 

２３光秀公学問所の後に、２９明知城本丸跡を取れればもう少し加点ができたかと思いますが、時間と

の勝負だったかと思います。２０１６大会でも同じようなルート選択をされていましたので、走るペース配

分や、４１仲深山砦跡のような迷いそうな場所では、その経験が生かされたと思います。 

 

２位の Fighting rabbitsチームも３回連続の出場でした。前回は３位でしたので、ひとつ順位をあげた

ことになります。 

回ったチェックポイントは１９か所、南エリアと明智町拡大図エリアを中心に回りました。まずは、９土田

金商店、３大正の館、１４大正ロマン館を獲得し、２３、２９、２５の明知城本丸跡周辺を回ります。坂道を上っ

て、２７団子杉、３８道祖神、４２小杉口バス停から南エリアを回ります。４５から４３アケチりんごパークに行

き、大小屋林道を下って、５１、３１、１６と進みます。４１仲深山砦跡を獲得して、１２、６、８を回り、フィニッシュ

しました。 

２０１６大会では西と北エリアの明智の森から野志地域を回るルートを選択していましたので、今回選

択されたルートとチェックポイントは初めてのところが多かったと思います。特に４１仲深山砦跡は迷わ

ずに行けたでしょうか。このチェックポイントは２０１６大会の時の配置よりも南へずらしています。細かく

言えば、２０１６大会の時は第２砦、今回は第１砦にチェックポイントを配置しました。第１砦は今回の大会の

ために開拓した場所でもあります。今後はさらに周辺の木々を伐採し、見晴らしのよい場所となるでし

ょう。 

２０１６大会のように北と西にたくさんのチェックポイントがあれば、このチームはそちらのルートを選

択したかもしれません。そうすれば、昨年の経験を生かしたレース運びができたでしょう。優勝チームと

の差はそのあたりにあったかと思います。しかしながら、見事な準優勝でした。 



３位の池下組は初出場。愛知県豊田市からの出場でした。フルマラソンまで走る市民ランナーの親子

だと思います。フォトロゲは初体験だったようです。 

まずは４明智ひとつばたごから始まり、北へ向かって１５、１７、２２門野神社まで行きます。ここから折り

返し、１２金幣社八王子神社、１４大正ロマン館、２３、２９と回ります。一番迷いやすい４１仲深山砦跡を獲得

し、町中に下りて、８、６、３、９と回ります。２０光秀公産湯の井戸まで上って、２８東海自然歩道看板②、３９

東海自然歩道看板③を獲得、ここから急坂を下って１０マルコ醸造まで行きます。そして１１久後古墳を回

って、１９滝清水観音像を獲得、山道を登って３６、２６を回ってフィニッシュしました。 

池下組は回ったチェックポイントが２１か所でしたが、なぜか１９か所しか回っていない２位の Fighting 

rabbits チームよりも獲得した得点が１０４点も低く、２２か所を回った優勝の４５degrees チームとは 200

点近い差となる結果となりました。これはどうしてでしょうか？ 

池下組は明智町拡大図エリアを中心に３回ほど行っては戻ってくるというルートを取りました。推測

ですが時間を気にしての展開だったのかなという気がします。このようなルート選択ですと、遠くの高

得点のチェックポイントを獲得することができません。したがって結果的には２１か所を回っていますが、

１９か所を回った２位のチームよりも総得点は低くなりました。つまり、近くの低得点のチェックポイントを

たくさん取るより、遠くの高得点チェックポイントを一つ取ったほうが総得点は高くなる傾向になります。

また、この作戦はこの大会のように、スタート・フィニッシュ付近にたくさんチェックポイントがあるからこ

そできる作戦になります。他の大会ではおそらくできないでしょう。スタート前の１５分の作戦タイムで、

地図を見て地形を読み、チームのメンバーの体力を考慮したペースを考え、プランを立てる必要があり

ました。 

ただ、池下組がたどったルートはアップダウンの激しいルートです。走行累積高度で計算するとおそ

らく上位チームよりも高くなる気がします。このチームは走力が十分にあると考えますので、どのよう

に回るか作戦をしっかりとたてて挑めば、高得点が期待できると思います。今後の活躍が楽しみです。 

 

まとめますと、経験豊富な上位２チームと、初出場の３位チームの差がはっきり表れた結果でした。 

特に回り方によって、そのチームがどのように考えて展開していったのかが分かります。フォトロゲイニ

ングで上位になろうとしたら、走ることが得意なだけではいけません。地図をしっかり読み取り、作戦を

たて、回りながら修正をし、その都度状況によって変更し、対応する。総合的な能力が必要となります。 

走ることが速いほうがいいのは当然のことですが、走ることが遅くても、コース取りを考えることでカ

バーできることが多くあります。私はこれがフォトロゲイニングの楽しさのひとつであると思いますし、

地図の監修で最も意識しているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【女子の部】 

女子の部は１チームの出場。優勝は team MicKeY（４４０点）。時間内にフィニッシュいたしました。 

 

今回は女子の部は１チームのみの出場ということで、少々寂しい感がありましたが team MicKeYが頑

張ってくれました。 

フォトロゲやマラソンの経験もあるこのチームは、北から東エリアを通るルートを選択しました。この

ルートは毎年３月に行われる日本大正村クロスカントリーという市民ロードレースの１０マイル（１６㎞）コー

スです。途中のつづら折りの坂が選手を苦しめます。team MicKeY はそのコースを逆走した形になりま

す。 

まず、１２金幣社八王子神社、１５川はこころのふるさとを回って北から東エリアに向かいます。１７、２２、

３７、４７、４２、３３白山神社まで行きます。ここから坂を上って４０、３４、１６を獲得しました。３４から１６下が

淵のカエデに行くか、２１かえでばしに行くのかで選択を迫られます。おそらく、「どちらも一緒に取ろう」

と考えたのではないでしょうか。しかしながらこのポイントは地図上では近いようですが、１６とは道を

違えて高い地点に２１かえでばしが存在します。続けて獲得するには回り道をするか、藪の中をかき分け

到達するしかありません。１６の後は８あづま精肉店、最も迷いやすい４１仲深山砦跡を獲得、町の中のポ

イントを稼いで、フィニッシュとなりました。 

このチームが獲得した得点４４０点は総合５位あたりますので、大変素晴らしい成績だったと思いま

す。来年開催する夏の大会にもぜひ、参加してほしいと懇願します。おそらく、上位に入賞してくるチー

ムであると思います。 

 

【混合の部】 

混合の部は６チームが出場。優勝はラタマキューチーム（６７７点）、２位★チーム北★（３６６点）、３位チ

ームちゃこ（３５５点）でした。全チームが無事にフィニッシュしました。 

 

 優勝のラタマキューチームは総合でも１位となりました。３回連続の出場で、秋の大会に限れば２連覇

となります。前回と前々回の経験を生かし、縦横無尽に明智町を走破しました。おそらく、４５degrees チ

ーム、Fighting rabbitsチームと同様に、この明智町の地形、地理を知り尽くしているのではないかと思

います。 

まずは１２金幣社八王子神社から始まり、１４、２３、２９、２５、２７、３８、４２、３３と回ります。このあたりまで

は２０１６大会と同様のルート選択をされています。そのまま４０、３４、４５と南エリアを順番に獲得し、４３ア

ケチりんごパークから大小屋林道に入り、５１を獲得しながら３１まで下ります。１６下が淵のカエデまで坂

道を上り、さらに３９東海自然歩道看板③、２８東海自然歩道看板②、２０光秀公産湯の井戸を獲得します。

１６から２０までのルート選択は体力があって、山道に慣れた方でないと難しいと感じます。その後、さら

に４１仲深山砦跡を獲得しているあたりはさすがであると感心いたしました。全チーム最多の２５か所を

回ったこととなります。 

監修者の私がぜひ回ってほしいと整備してきたルートを走破していただき、監修者としても本当に嬉

しく思います。 

 

 



２位は★チーム北★（３６６点）でした。夏の大会に続いての連続出場です。 

まずは、１２金幣社八王子神社、１５川はこころのふるさとを獲得します。そこから北、西ルートを選択し、

１７、２２、３７、４７，４２、３３と回ります。３３から坂を上って４０工業団地休憩所に立ち寄り、３４、２１かえでばし

を経由、２０光秀公産湯の井戸を獲得、町内に下りて、８，６，３，９、フィニッシュとなりました。 

西ルートは一本道なので、その道沿いのチェックポイントを順番に獲得していけばよいですが、３３あ

たりから３８へ行こうか、４０へ行こうか、４５へ行こうかとルート選択を迫られます。注意が必要なのは、

３４の先、２１かえでばし地点は地図上では道が交差していますが、交差点ではありません。名前の通り、

かえでばしが架けられていますので、その橋の下を１６下が淵のカエデがある道路が通っています。こ

の両方の道は橋の地点でははっきりとした道として繋がっておらず、藪から山の中の急斜面を通ってい

くしかありません。このようなちょっとした「意地悪な仕掛け」が今回はありました。 

★チーム北★さんは夏の大会では電車を使って山岡方面を回りましたが、それに比べて今回は長い

距離を走られました。アップダウンもあって大変だったと思いますが、頑張ってくれました。 

 

３位はチームちゃこ（３５５点）でした。夏の大会に続いての連続出場です。２位とは１１点差でしたので、

もう一か所回っていれば、２位になった可能性がありました。惜しかったです。 

まずは、４明智ひとつばたご、１２、１５と回ります。ここから２９明知城本丸跡を獲得しますが、夏の大会

でも通っているルートですので経験を生かした選択だったと思います。しかしながら、この後、２５お牧の

方の墓入口を獲得しています。おそらくですが、県道に戻って、上から下り坂を下って、２５を取り、また

同じ道を上って、２７団子杉に向かわれたと思います。このルートですと、余分な体力を消耗してしましま

すので、２９明知城本丸跡から２３光秀公学問所を獲得しつつ、下の道に出ます。そこから２５お牧の方の

墓入口に向かって道を上っていけば、２３点を追加でき、２位になれた可能性がありました。 

２７団子杉を獲得した後は、３８、４２、３３、４０と回り、３４、１６、町中に戻りました。時間があったのでしょ

うか、最後に１４大正ロマン館を獲得してフィニッシュしました。それでもやはり、６分余ってのフィニッシュ

でしたので、もう一か所獲得したかったところでした。 

 

４位はどんちゃんチーム（３３８点）でした。夏の大会に続いての連続出場、男性の方は３回目の出場で

す。 

まずは４明智ひとつばたご、１５川はこころのふるさと、１２、１４、２３、２９、２５お牧の方の墓入口まで獲

得し、そこから山を登って４１仲深山砦跡を獲得します。２０１６大会ではビューティフルサマーとして参加

しておりましたが、この４１はその時に回っていませんので、今回が初めての登頂となります。迷わずに

行けたでしょうか。下から登ったお二人は来た道を戻らずに、山の中を抜けて、万ヶ洞林道を通り、東に

行きます。明智ガイシの工場に出て、県道を下り、３３、４２まで獲得、戻って４０、３４を回り、時間がなかっ

たのでしょうか、そのまま町に戻り、８、６、３、９、フィニッシュとなりました。３位とは１７点差ということでし

たので、１０、１１、１３、２０あたりを取って、３位入賞となりたかったところです。ビューティフルサマーとして

出場した２０１６大会も４位でしたので、残念ながら入賞にまた一歩届かずという結果でした。しかしなが

ら、よく頑張ってくれました。 

 

５位は山ちゃん会チーム（３１９点）でした。愛知県安城市からの参加、経験者と初心者の混合チームで

す。大正村大会は初出場でした。 

まずは４明智ひとつばたご、１２、１５と回り、２９明知城本丸跡、２３光秀公学問所、２５お牧の方の墓入口

を経由して工業団地に入ります。４０工業団地休憩所、３３白山神社、４５カーブの道路標識を獲得、３４、１



６，２０を回って、町に下り、８、６、９、フィニッシュとなりました。４０、３３、４５、３４まではアップダウンの道で

す。体力的にきついルートところだと思います。最後の２０光秀公産湯の井戸もひと山越える道です。そ

こからもうひと段階上ると、明智の町が一望できる高台に出ます。２０の後、坂道を下ると、左に１３若一

王子神社に通ずる小道があります。地図では表記してありませんが、これを見つけ獲得できたら、なお

良かったと思います。 

初出場ということでしたがいかがだったでしょうか。お互いのチェックポイントが近い位置にあるの

がこの大会の特徴です。特に町の中、スタートフィニッシュ地点あたりはたくさん設定してあります。なる

べく、たくさんのチェックポイントを訪れてほしい、写真を撮ってほしいということで、そのような設定に

してあります。このチームは若い方ばかりなので、来年もぜひ参加してほしいと思います。 

 

６位はきむきむチーム（１４７点）でした。このチームは１１月６日に岐阜県垂井町で行われた、「写真で DE

ロゲイニング」の主催者であります。夏の大正村大会ではスタッフとしてご参加いただきまして、ありが

とうございました。 

まずは９土田金商店、１１久後古墳、１０マルコ醸造を回り、１３若一王子神社、２０光秀公産湯の井戸、２１

かえでばし、下におりて１６下が淵のカエデを獲得します。町に戻って８、６、３、１２、１４、４、フィニッシュとな

りました。明智町拡大図エリアを中心に散策されました。１９滝清水観音などは紅葉がきれいな場所なの

で回られるとよかったと思います。秋の大正村はいかがだったでしょうか。また来年も行いますのでご

参加下さい。 

 

エントリーをされていましたが、ばんぴぃチームは事情で棄権となりました。またのご参加お待ちし

ています 

 

まとめますと、経験、実績十分なラタマキューチームの圧勝でした。しかしながら、他のチームもよく

頑張ったと思います。３位のチームちゃこさんもよく頑張ったのですが、それ以上に２位の★チーム北★

さんが夏の大会に比べて、本当によく歩き、よく走ったと思います。夏の大会ではチームちゃこさんが１１

位、どんちゃんチームが１５位、★チーム北★さんが２２位でしたので、秋のこの大会では★チーム北★さ

んが２チームを見事逆転したことになります。４位のどんちゃんチームは入賞まであともう一歩という

ところでした。今後のこの３チームの争いが楽しみですし、目が離せません。山ちゃん会チーム、きむき

むチームも含め、またのチャレンジをお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ファミリーの部】 

ファミリーの部は１４チームの出場。優勝はチーム羽根っこ（５２３点）、２位はチームしえいや（４２１点）、

３位は三引両（３９２点）でした。全てのチームが無事にフィニッシュしました。 

 

優勝したのはチーム羽根っこ（５２３点）でした。夏の大会に引き続き連続出場です。夏は２位でしたが、

今回は２位に１０２点差をつけ、見事優勝となりました。 

まずは９土田金商店を回り、１０、１３、２０光秀公産湯の井戸と続きます。チーム羽根っこは、今までのチ

ームとは違って南エリアから東エリアを回り、北へと行きました。２０から２１かえでばし、下に降りて、１６下

が淵のカエデを獲得し、約７０本のカエデを右手に見ながら坂を３１明智浄化センターまで下ります。こ

こから大小屋林道に入って、林道を上ります。急な坂ではありませんが、ダラダラと上り坂が続きます。

途中、５１を獲得し、林道を抜け、４３アケチりんごパークに立ち寄ります。続いて、４５、３３、４２小杉バス停

口まで下って、ここから長い上りが続きます。４７を獲得しつつ、つづら折りの坂を上り、３７、２２、１７まで

行きます。ここから山道を通って２７団子杉を獲得し、２５、８、６、フィニッシュとなりました。 

選択されたルートは決して楽な道ではありません。お父さんと小学生のお子さんのお二人で本当に

よく頑張ったと思います。 

 

２位はチームしえいや（４２１点）でした。夏の大会に引き続き連続出場です。夏の大会は６位でしたの

で、今回は入賞ということで、本当に良かったと思います。 

まずは１２金幣社八王子神社、１５川はこころのふるさと、１７と回り、２２、３７、４７、４２、３３を順番に獲得し

ました。優勝したチーム羽根っことは逆のルートをたどっています。３３から４５カーブの道路標識を獲得

し、４３アケチりんごパークから大小屋林道を下ります。しかしながらどういうわけか、最高得点地点の５

１を獲得せずに、３１明智浄化センターまで下ってしまいました。５１のポイントは途中の木ですから、分り

づらいかと思いますが、ちょっともったいなかったです。そこから１６下が淵のカエデまで上って、２０、１３、

１０、９、６、３、フィニッシュとなりました。もし５１を獲得していれば総得点４７２点でしたが、それでも優勝に

は届かずという結果でした。このような失敗は順位に大きく影響しますので、次は気を付けて下さい。 

 

３位は三引両チーム（３９２点）でした。夏の大会に引き続き連続出場です。夏の大会では５位でしたの

で、今回は入賞ということで、本当に良かったと思います。 

まずは９土田金商店、２０光秀公産湯の井戸を獲得して、１６から３１まで下ります。３１から大小屋林道に

入り、林道を上ります。５１、４３、４５を獲得して、３３まで下ります。３３から４０、２５を回って、２３光秀公学問

所、２９明知城本丸跡、１４大正ロマン館、６、３、４、フィニッシュとなりました。最初の９の次に、１３若一王子

神社を経由して２０に向かえば、さらに加点ができたと思います。それほど難しくありませんので。 

このチームは５人で回っていますので、家族全員でよく頑張ってくれました。５人で回るのは大変だ

と思いますが、今までの経験を生かして攻略してくれました。本当に良い家族だと感じます。また来年

もぜひ参加して下さい。 

 

４位は貧脚ふぁみりぃチーム（３５９点）でした。今回が初出場です。フォトロゲの経験の有無は分かりま

せんが、親子で参加していただきました。 

まずは９土田金商店から始まり、１０、１３、２０、１６下が淵のカエデまで獲得します。そこから３４カーブミ

ラー①、４０、４５、３３を回り、明智の町に向かって上ります。２５お牧の方の墓入口を獲得、２３、２９明知城



本丸跡、１５川はこころのふるさと、１２、１４、３、６、８、４、フィニッシュとなりました。 

初めての大正村大会、いかがだったでしょうか。紅葉のきれいな場所や歴史に触れられる場所、観光

施設などを回り、よいルート選択だったと思います。来年もぜひ参加してほしいと思います。 

 

５位はコードＭチーム（３１７点）でした。お父さんとお子さん２人の親子で初めて参加してくれました。 

まずは９土田金商店、６おかげ横丁渡り廊下、８あづま精肉店を回り、４１仲深山砦跡を獲得します。４１は

山の中ですが、迷わずに行けたでしょうか。１６下が淵のカエデを回り、そのまま坂を下ります。右手にき

れいに紅葉した約７０本のカエデを見ながら３１明智浄化センターまで行きます。そこから大小屋林道に

入って、５１、４３と獲得します。４０、３３を回り、戻って２５お牧の方の墓入口を獲得します。１４を最後にフィ

ニッシュとなりました。８あづま精肉店でコロッケや串カツを１００円券で購入できます。気さくな店長さ

んが参加者の皆さんを出迎えてくれます。毎回人気のチェックポイントです。 

 初めての大正村大会でしたがいかがだったでしょうか。紅葉のきれいな山の中を回ることができた

と思います。回ったチェックポイントは１２か所と決して多くありませんが、効率よく高得点ポイントを回ら

れました。やはり４１、５１あたりを獲得したことが良かったと思います。来年もぜひ参加してほしいと思い

ます。 

 

 ６位はきなこチーム（２９２点）でした。家族４人と、ペットのわんちゃんを連れての初参加でした。チー

ム名きなこはペットのお名前ということなので、このわんちゃんのお名前ということでしょうか。 

 まずは４明智ひとつばたご、１５、１２を回ります。２５お牧の方の墓入口を獲得して、引き続き工業団地

に入り、４０工業団地休憩所を獲得、坂を下って、３３白山神社、４２小杉バス停口まで行きます。戻って、４

５、３４を回り、１６下が淵のカエデまで行き、８、６，３、９、フィニッシュとなりました。 

 アップダウンのあるルートでしたが、家族４人ときなこちゃんでよく頑張ってくれました。 

 

７位はスマイル１１０３チーム（２８６点）でした。地元明智町のご家族で３回連続出場です。 

まずは９土田金商店、１０マルコ醸造、１３若一王子神社、２０光秀公産湯の井戸を獲得します。下りて、１６

下が淵のカエデまで行き、戻って、８あづま精肉店、４１仲深山砦跡を獲得します。ここはおそらく初めて

訪れたと思いますが、迷わずに行けたでしょうか。その後、２５、２７団子杉、２９明知城本丸跡、２３光秀公

学問所を回り、１４、１２、１５、４、１１、６、３、フィニッシュとなりました。明智町拡大図エリアを中心に、その周辺

を回ったこととなります。今回は明智町拡大図エリア内の得点が高くありませんので、１８か所回られま

したが、総得点は低い結果となりました。２０１６大会はファミリーの部３位でしたので、今回は入賞できず

残念でしたが、よく頑張ってくれました。 

 

 ８位はチームのんき（２０３点）でした。優勝したチーム羽根っこと同じご家族のようです。夏の大会に

引き続き連続出場です。 

 まずは３大正の館、６おかげ横丁渡り廊下、８あづま精肉店を回ります。ここから４１仲深山砦跡を獲得

し、２３光秀公学問所、２９明知城本丸跡を回ります。下に降りて１４大正ロマン館、１２金幣社八王子神社、４、

１１、１０、１３、最後に２０光秀公産湯の井戸、９土田金商店獲得して、フィニッシュとなりました。 

 明智町拡大図エリアを中心に回られましたが、このエリア内でもアップダウンがありますので楽では

なかったと思います。特に４１、２９、２０あたりは高いところにありますので、よく頑張ってくれました。 

３大正の館は大正村資料館と隣接しており、大正時代の資料が展示してあります。人力車の前でポーズ

写真が撮れたでしょうか。また来年、チーム羽根っこさんと一緒に参加して下さい。 



 ９位はＵＥＤチーム（２０１点）でした。親子３人で初めて参加していただきました。フォトロゲも初めてだ

ったようです。 

 まずは４明智ひとつばたご、１２金幣社八王子神社、１５川はこころのふるさとを回り、２９明知城本丸

跡、２５お牧の方の墓入口を獲得、４０、３４、１６に行き、町に戻って８、６、３、９フィニッシュとなりました。 

 紅葉がきれいで、景色の良いルートを選択して回られました。初めてのフォトロゲはいかがだったでし

ょうか。終わった後の焼いもやとん汁は格別の美味しさだったと思います。ぜひ来年も参加して下さい。 

 

１０位はユッキーズチーム（１９５点）でした。４人での参加で、初めて参加していただきました。フォトロ

ゲも初めてだったでしょうか。 

 まずは９土田金商店、８あづま精肉店、６おかげ横丁渡り廊下、３大正の館を回り、１２金幣社八王子神

社、１５川はこころのふるさと、４１仲深山砦跡を獲得します。２３光秀公学問所、２９明知城本丸跡、、２５お

牧の方の墓入口を回って、１０マルコ醸造、１１久後古墳、４明智ひとつばたごを最後にフィニッシュとなり

ました。明智町拡大図エリアを中心に回っていただきました。大正村の施設やおもてなしチェックポイン

トはいかがだったでしょうか。１０マルコ醸造では塩ソフトや、みそソフトクリームなどを買って食べ歩き

する参加者もいました。こういった楽しみ方もフォトロゲの良いところだと思います。来年もぜひ、皆さ

んでご参加ください。 

 

 １１位は miracle A チーム（１７６点）でした。地元明智町のご家族４人で出場でした。夏に引き続きの連続

出場ですが、夏の大会ではお子さんが体調不良で出場できず、３人で参加されていましたが、今回は念

願の４人全員での出場を果たせました。本当に良かったです。 

 まずは４明智ひとつばたご、１２金幣社八王子神社から、１４大正ロマン館を回り、２３光秀公学問所、２９

明知城本丸跡、２５お牧の方の墓入口を獲得、８あづま精肉店、６おかげ横丁渡り廊下、２０光秀公産湯の

井戸を回って、１３若一王子神社、１０マルコ醸造、９土田金商店、３大正の館、フィニッシュとなりました。 

 明智町拡大図エリアを中心に回られました。日頃慣れ親しんだ土地を楽しく回られたと思います。ま

た来年もぜひ、ご参加ください。 

 

 １２位はＫＯＨ＆ＮＡＯチーム（１６４点）でした。地元明智町のご家族３人での出場でした。今大会が初出

場であり、初フォトロゲでした。初めてのフォトロゲはいかがだったでしょうか。お母さんがお子さん２人

を連れての参加でしたが、大変だったと思います。この大会はお子さんが飽きないようにと、スタートフ

ィニッシュ地点周辺のチェックポイント数を増やしてありますので、ご家族で楽しめたのではないでしょ

うか。 

 まず少し遠めの１５川はこころのふるさとを回り、１２、１４、２３光秀公学問所を獲得、町まで下りて、３、６、

８あづま精肉店まで行きます。そこから１６下が淵のカエデ、２０光秀公産湯の井戸、１３若一王子神社、１０

マルコ醸造、１１久後古墳、９土田金商店、最後に４明智ひとつばたごを回って、フィニッシュとなりました。

遅刻せずフィニッシュできたのは良かったと思います。欲を言えば、２３から２９明知城本丸跡を獲得でき

ればなお加点できましたが、ご家族でよく頑張りました。 

  

１３位はこけももチーム（１３２点）でした。地元明智町と山岡町のご家族５人での出場でした。３大会連

続で出場していただきました。 

まずは、４明智ひとつばたごを回ってから、西エリアに向かいます。今回西エリアを選択したチームは

３チームだけでしたが、明智の森周辺は紅葉真っ盛りでとてもきれいなところであります。３６司葉子村



長記念花壇、２６明智の森の東屋を獲得し、森の中を抜けて、１９滝清水観音像を回ります。今大会の地図

の表面に滝坂観音堂の写真が載せてありますが、ここも紅葉が大変きれいなところであります。１１久後

古墳、１０マルコ醸造、８あづま精肉店を回り、９土田金商店、３大正の館、フィニッシュとなりました。秋の

大正村を楽しく散策できたようです。 

 

１４位はひなゆまチーム（１２５点）でした。初めての参加、初フォトロゲでした。初めてのフォトロゲはい

かがだったでしょうか。お父さんがマラソン経験者というご家族ですが、お父さんを中心にまとまって

回れたでしょうか。監修者の私も家族で参加したことがありますが、やはり妻や子供たちとは運動能力

に差があるために、家族をどうしても急がせてしまいます。イライラすることもあり、ケンカしながら回

ったこともあります。しかしながら、フィニッシュすると家族全員で達成感が得られ、家族の絆が深まっ

た気がします。 

まずは９土田金商店、３大正の館、６おかげ横丁渡り廊下、８あづま精肉店を回り、２０光秀公産湯の井

戸を目指します。獲得後、１３若一王子神社、１１久後古墳、４明智ひとつばたご、１５川はこころのふるさと、

１２金幣社八王子神社、１４大正ロマン館、フィニッシュとなりました。明智町拡大図エリアを中心に回られ

ました。また来年もぜひご参加ください。 

 

 エントリーされていた、いちふみチームは事情により欠場されました。また来年も行いますので、ぜ

ひご参加ください。 

 

まとめますと、初フォトロゲ、初参加のチームが多い中、フォトロゲ経験の豊富なチームが上位を占め

ました。特にチーム羽根っこは夏の大会の雪辱を果たし、見事優勝となりました。この日本大正村フォト

ロゲは、拡大図エリアにチェックポイントを数多く配置しているので、初フォトロゲのチームや、ファミリ

ーチーム、ウォーキングで回りたいチーム、シニアのチームには、とても楽しめる大会であると思いま

す。また、少し町を外れると坂のアップダウンが選手を苦しめますし、山道もあり、経験者であっても十

分に楽しめて、どのレベルの参加者も満足の得られる大会であると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【シニアの部】 

今回新設したシニア部は２チームの出場。優勝はチーム初心者（１７０点）、２位は赤保木（１２４点）でし

た。全てのチームが無事にフィニッシュしました。 

 

優勝はチーム初心者（１７０点）でした。２０１６大会に続いての出場です。地元明智町のチームで、親子

での参加です。昨年は女子の部での参加でしたので、他のチームとの争いがありましたが、今回はシニ

アの部２チームのみのエントリーとなりましたので、入賞は確実の中のフォトロゲでした。 

まずは１２金幣社八王子神社、２５お牧の方の墓入口を獲得、工業団地に入って４０工業団地休憩所に

行きます。３４カーブミラー①、１６下が淵のカエデ、２０光秀公産湯の井戸を回って、９土田金商店、８あ

づま精肉店、６おかげ横丁渡り廊下、フィニッシュとなりました。普段は通らない道を歩いて回られ、意外

と知らない地元の景色を感じながら、新鮮な気持ちでのフォトロゲだったと思います。 

 

２位は赤保木チーム（１２４点）でした。初出場であり、初フォトロゲ、親子で回られました。最近フォトロゲ

をテレビで知って興味を持たれ、すぐにエントリーして出場されました。 

まずは１０マルコ醸造に行きます。そこから坂を上って３５カエデの木と池、３０桜の里案内看板を獲得

します。この２つのチェックポイントは今回初めて採用しました。秋らしい紅葉真っ盛りの道です。そして３

０から明智の森へ行きます。３６司葉子村長記念花壇を獲得し、町に下りて４、９、フィニッシュとなりまし

た。３６から町に行く途中で２６明智の森の東屋を回るとよかったと思いますが、西エリアを順番に回って

くれました。また来年も行いますので、ぜひご参加ください。 

 

【ソロ オープン】 

ソロ（オープン）で川畑信章さん（６４１点）が参加されました。正式な部門であれば、混合優勝のラタマ

キューチームについでの総合２位の成績でした。 

まずは９土田金商店から始まり、１３、１０、３０、３５、２６、３６と西エリアを獲得します。町に下りて１５、１７、２

２、３７、４７、４２、３３と東エリアを回り、３８道祖神、２７団子杉、２５お牧の方の墓入口を獲得し、そこから４０、

４５、４３、３４を回り、町に戻って６、３、８、フィニッシュとなりました。時間があれば、４３から大小屋林道に

入って５１、３１、１６あたりを取りたかったところでした。選択したルートはアップダウンの激しいルートにな

りますので、走力がないと行くことができません。西エリアと東エリアを両方回るという選択は、監修者

の私としても驚きでした。次回はぜひグループでご参加ください。上位入賞の可能性は十分にあるで

しょう。 

 

 

 

 



４． ２時間クラス考察                          

 今大会で初めて２時間クラスを設けました。このクラスに中学生女子の部として、地元の明智中学校

の生徒さん、めーちゅーせいチームが参加してくれました。陸上部に所属する５人組です。 

 まずは１２金幣社八王子神社、１４大正ロマン館、３大正の館を回りました。次に９土田金商店、８あづま

精肉店を回り、千畳敷公園を頑張って上り、２０光秀公産湯の井戸を獲得、１３若一王子神社、１１久後古墳、

４明智ひとつばたご、フィニッシュとなりました。いつもは見慣れた風景、建物、街並みですが、フォトロ

ゲとして回ってみると、意外と新鮮な感じを受けますし、違った角度からふるさとを見ることができた

と思います。大正村の「はいからさんが通る」のスタンプラリーも一緒に行い、仲間同士で楽しいフォト

ロゲができました。 

 

５． 最後に・・・                                          

長くなりましたが、３・２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。 

  

次回大会「日本大正村フォトロゲイニング２０１８ in summer」のご案内です。 

開催日は６月１７日（日）を予定しております。クラスは５時間、３時間を予定しています（もしかしたら５

時間が６時間になるかもしれません）。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ります。 

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、「山城」をさらにクローズアップ

させた大会となります。この岐阜県東濃地方には中津川市の「苗木城」、恵那市岩村町の「岩村城」など

有名な城跡がありますが、この明智町、山岡町にも大小様々な「山城」が存在します。山城、砦などをチ

ェックポイントとすることで、この地域の歴史の一端に触れて頂きたいと思います。前回、前々回の大正

村フォトロゲで山城や砦を回ったチームは大変有利な展開ができるでしょう。もちろん、地元のお店や

観光施設もチェックポイントとし、おもてなしチェックポイントも充実させますのでご期待下さい。 

また秋の大会の開催は今のところ未定です。今後の大会情報は公式ホームページで公開していきま

すのでご覧ください。 

 

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 


