
 

 

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 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． 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１０チームの出場。優勝は寿司屋 OLC-Bチーム（919点）、2位はキンカメチーム（748点）3位は

チーム M&A（736 点）でした。全チームが時間内にフィニッシュしました。 

 

前回優勝チーム（いなきち＋Veff(r)）がチーム名を寿司屋 OLC-B に変えての出場。２位に１７１点差を

つけての圧勝でした。前回の経験が生かされたかどうか、とても興味深いところですが、実は前回にこ

のチームが回った明智町東側エリアは、今回の競技エリアに含まれておりません。よって、前回回らな

かった西側エリアを回る必要性がありました。「なんだよ、前回のエリアにチェックポイントがないじゃん

か！」と言ったかどうかは分かりませんが、そんな声が聞こえてきそうなくらい、前回の経験は生かさ

れないようなポイント設定にしておりました。ごめんなさい。すわがみね山頂を獲得し、ふるさと林道越

えルートで山岡町に入って、西側エリアを順番に獲得、山岡駅１１時５５分の列車で明智駅に戻り、1時間を

かけて明智町拡大図エリアをほぼ獲得しました。明智町拡大図エリアは、前回よりも容易に回れる設定

だったのでその点では経験が生かされたかと思います。しいて言うなら、野志駅を下車し、３３点と２０

点を先に獲得して明智町拡大図エリアに入ると４４点を獲得できたかもしれません。しかしながらシーク

レットポイントもそつなく獲得し、見事な優勝だったと思います。 

 

２位のキンカメチームは初出場。愛知県名古屋市からの参加でした。明智町西側エリアを回り、すわが

みね山頂を獲得、ふるさと林道越えルートから山岡町に入り、国道３６３号線沿いを山岡駅まで行き、イ

ワクラ公園を獲得、国道沿いを戻ってくるという展開でした。しいて言うなら、４１点を獲得して５２点に

行くか、３６点を獲得して明智町拡大図エリアに入るか、もしくは明智町拡大図エリアでもう少し取りた

かったところです。おそらく、前半で体力を消耗したかと推測します。しかしながら、見事な準優勝でし

た。 

 

３位のチーム M&A も初出場。岐阜県可児市からの参加でした。チーム M&A さんはすわがみね山頂を

回避し、国道３６３号線を使ってのルート選択をされました。順番にそつなく山岡駅まで獲得し、山岡駅か

ら列車で明智駅まで乗車、明智町拡大図エリアを回りました。無理のないルート選択だったと思います

が、しいて言うなら、２７点から４１点を取って７０点に向かうと、２位になっていた可能性があります。もし

くは頑張って７５点を取るとよかったかと。列車の時刻や残り時間を考えると、難しい選択だったかもし

れません。残り時間１３分ほどありましたので、もったいなかったかなと感じました。 

 

4 位のチーム日 B さんは、愛知県名古屋市からの参加でした。すわがみね山頂を獲得してから、８１点

を取りたかったけど、何かの理由で取れなかったのでしょうか。それ以外は明智町中心に回りましたが、

明智町拡大図エリアの高得点ポイントを取り切れなかったようです。 

 



5位の D.I.Jチームは愛知県豊田市からの参加でした。明智町西側エリアを中心に回りました。すわが

みね山頂は急坂ですので、体力をかなり消耗したかと思います 

 

6 位のスポツリ DAMONDE チームは愛知県新城市からの参加でした。明智町を中心に回りましたが、も

う 1 つポイントを取って入れば、順位が上がっていたかと思います。新城市でもフォトロゲを行うようで

す。個人的に注目しております。 

 

7位の Fighting rabbitsチームは前回に引き続き出場となりました。昨年は男子の部３位でしたが、今

回はすわがみね山頂から田沢ダム６５点まで山を中心に回ったようです。８１点は取れなかったのでしょ

うか。かなりの体力を消耗したかと思います。最後は明智町拡大図エリアをもう少し取りたかったと思

われます。 

 

８位のラブスマイル D チームは愛知県瀬戸市からの参加でした。明知鉄道を利用して明智駅と山岡

駅を往復、明智町拡大図エリアを回りました。秋に瀬戸市でフォトロゲが開催されます。この経験が生か

されるといいと思います。 

 

９位のカメラ倶楽部 B チームは明智町を中心に回りました。名前の通り、カメラや写真が好きな愛好

家のチームで、岐阜市からの参加でした。このようなチームの参加はフォトロゲを盛り上げてくれます。

よい写真が撮れたでしょうか。可能ならば一度拝見したいです。 

 

１０位のラブスマイル C チームは８位のチームと同じく愛知県瀬戸市からの参加でした。瀬戸市のフォ

トロゲ成功を期待しております。 

 

まとめますと、前半に最高得点すわがみね山頂を獲得した場合、その後の体力、残り時間を考えると

コース選択が難しくなります。残った体力を考慮し山岡町へ行くべきか、明智町に戻るべきか。ふるさと

林道越えルートで８１点がスムーズに取れれば、山岡町の国道３６３号線西側エリアで得点が稼げます。８

１点が取れなければ、明智町に戻っていくルートを選択しなければなりません。３時間しかありませんの

で、すわがみね山頂１１５点、ふるさと林道休憩所７７点、釜屋城跡８１点の高ポイント３地点をいかにスムー

ズに獲得できたかが勝負であったと思います。明知鉄道の山岡駅１１時５５分発明智駅行きに乗るには、

スタートから１時間５５分で山岡駅に到着しなければなりません。この列車に乗れれば、シークレットポイ

ントが獲得できます。野志駅でも乗車できますが、どのタイミングで乗車できるかも重要です。 

上位３チームはこの列車に乗車し、シークレットポイントを獲得していますが、１時間５５分のうちに山岡

駅までスムーズに獲得し、明智駅下車後も順調にことを運んだ寿司屋 OLC-Bチームが優勝。高ポイント

３地点を獲得して最後まで粘ったキンカメチームが２位。高ポイント３地点を回避し、明智町を中心に、回

ったチェックポイント数でキンカメチームを上回ったけれども、得点では及ばなかったチーム M&A が３位。

４位から７位までは接戦で、どのチームももう 1つ多くチェックポイントを回っていれば、上位に食い込め

た可能性がありました。以上、このような結果だったかと思います。 

 

 

 

 



【女子の部】 

女子の部は８チームの出場。優勝はビール大好きお姉さんチーム（６０９点）、２位バタコさんチーム（５

７１点）、３位 AOMARI チーム（５５２点）でした。全チーム時間内にフィニッシュいたしました。 

 

この３時間クラス女子の部も面白い結果が出ています。優勝したビール大好きお姉さんチーム（愛知

県名古屋市）は、最初に列車で山岡駅まで乗車し、山岡町西側エリアと８２点の爪切り地蔵尊を獲得、国

道３６３号線でポイントを取りながら帰ってくるというルートでした。「まずは体力があるうちに遠くのポ

イントからとる」というロゲイニングの基本を実行した形です。しかも列車を使って遠くに行っているの

で、山岡駅から爪切り地蔵尊８２点までの往復４㎞を余裕をもって走ることができます。今回、爪切り地

蔵尊８２点を回るチームが少なかったのですが、列車を使って最初に回ってしまえば、それほど難しい

ポイントではありません。最初にすわがみね山頂にアタックしてしまうと、それだけで体力を消耗し、後

半の余裕がなくなります。その点、ビール大好きお姉さんチームは高低差の少ないコース取りで、列車

の使い、余裕をもって展開できたかと思います。 

 

２位のバタコさんチーム（愛知県名古屋市ほか）ですが、最初に列車に乗り、山岡駅まで行きます。こ

こまではビール大好きお姉さんチームと同じなのですが、降車後のルートが違います。イワクラ公園展

望台７０点から東海自然歩道を通って明智に戻るルートを選択しました。戻る途中、もう一度野志駅で明

知鉄道に乗車し、明智駅に向かったと思われます。降車後は明智町拡大図エリア内を回りました。1 位と

は３８点差でしたので、回り方によっては優勝できた可能性があります。例えばイワクラ公園展望台７０

点から黒羽根のお堂２７点、五社神社４１点の順で獲得していますが、ここをイワクラ公園展望台７０点～

庚申堂１８点～石碑３５点～五社神社４１にすると、プラス２６点稼げます（距離はそれほど変わりません）。

また、野志駅３３点を獲得した後、列車に乗車せず（行きにシークレットポイントを獲得している前提で）、

らぴぃくん２０点～明智こども園１６点を獲得するとプラス３６点。さらに大正村役場１０点から明知城本丸

跡７５点に登っていますが、明智こども園１６点を獲得した後、学校から黄色の県道を上り、明知城本丸跡

７５点を裏から上がれば、楽に簡単にアクセスできます。残り時間、体力にもよりますが、優勝も狙えたの

でないでしょうか。５人チームということもあって大変だったと思います。素晴らしいチームワークを見

せてくれました。 

 

３位の AOMARI チーム（三重県四日市市）は１位と２位のチームとは反対に、最初に走って山岡駅まで

行き、列車に乗って明智駅まで戻り、明智町拡大図エリアを回るというルートでした。まず大正村役場１０

点、明智西宮恵比寿神社１７点、明智こども園１６点を取り、明智駅３４点を取った後に、らぴぃくん２０点を

獲得しています。おそらく、明智駅の混雑状況をみてルート変更したかと思われます。１０時２０分発の明

知鉄道はこちらも予想外の大混雑を極めました。参加者の皆様には大変不便をおかけしましたことを

お詫びします。AOMARI チームは１位と５８点差、２位と１９点差でした。残り時間が１５分ありましたので、明

知城本丸跡７５点を取っていれば優勝、千畳敷公園お弘法さん４４点をとっていれば、２位になれた可能

性がありました。 

 

 

 

 



４位、５位、６位はそれぞれ１点差の接戦でした。 

４位は５０８点でさるぼぼチーム（愛知県一宮市、岐阜県大垣市）。明智町エリアを回るルートをとりま

した。シークレットポイントも獲得しています。 

 

５位は５０７点でナギジョチーム（愛知県春日井市）。女子チームでは唯一、すわがみね山頂を獲得し

ました。大変だったと思いますが５人でよく頑張りました。 

  

６位は５０８点で迷走ロゲ子チーム（愛知県名古屋市ほか）。このチームも唯一、田沢ダム６５点を獲得し

ました。田沢ダム６５点から磐座の森８０点に行けます。磐座の森８０点は倒木などで荒れていますが、パ

ワースポットとして有名で、変わった大きな岩がゴロゴロし神秘的な雰囲気を醸し出しているところで

す。その磐座の森を含め、田沢ダム周辺は四季を通して景色が楽しめる場所です。 

 

７位は KM３チーム（愛知県豊田市ほか）。明知鉄道で明智と山岡を往復しています。イワクラ公園展望

台７０点を獲得していますが、展望台からの田園風景がきれいと評判です。今年は「田んぼアート」を行

っていますので、田植えをしたばかりの田んぼに、恵那市のゆるキャラ「え～なちゃん」が描かれていま

す。それが展望台より見えたはずですが、いかがだったでしょうか。 

 

８位はチームわおん（静岡県浜松市）。明知鉄道で山岡駅まで行き、おばあちゃんの手作りのお店２４

点などを回って、明智までウォーキングで戻っています。ポールが役に立ったでしょうか。楽しく歩けた

かと思います。 

 

まとめますと、上位３チームが接戦、４位から６までの３チームが接戦。それぞれ回り方によっては順

位変動があったかと思われます。遠くからポイントをとるというロゲイニングの基本を実行した３チー

ムが上位をしめたという結果でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【混合の部】 

混合の部は２７チームが出場。優勝は Wild Pairs（９７６点）、２位恵那の休日（７７４点）、３位ロキソンラン

ニングクラブ（７７４点）でした。全チームが無事にフィニッシュしました。 

 

 ３時間クラスの最高得点をたたき出した Wild Pairs チーム（愛知県岡崎市）。（表彰式で名前を読み間

違えました。ごめんなさい。）圧倒的な強さ、走力を見せてくれました。地図の国道３６３号線より西側エ

リアを完全に制覇し、明智町拡大図エリアを時間ギリギリまで取っていったという結果でした。欲を言え

ば、明智町拡大図エリアをもう少し取るか、山岡駅３２点を取って明智に戻れば、１０００点越えができた

かと思います。「釜屋城跡８１点で道がなかった」ということでしたが、ワイルドなおふたりは、道なき道

を進み（監修者が通った時には道があったはずですが…）、その後、走力で見事カバーしました。 

 

２位の恵那の休日（愛知県清須市）。最初に明知鉄道を利用して、一番奥の花白温泉駅まで乗車しま

す。その後、山岡町東側エリアを回り、兼平ダム７９点～小さな滝５７点～林道のほこら３９点を獲得して

いきました。１位とは２０２点の差がありましたので、この差を埋めるためには、天池林道途中の木１００点

を獲得するとか、イワクラ公園展望台７０点、明知城本丸跡７５点などを獲得する必要がありました。体力

的、時間的に難しいことであったと思います。天池林道途中の木１００点は、小さな滝５７点から林道のほ

こら３９点に行く途中に獲得することができます。勾配はありますが、途中の道から３００ｍほど進めば到

着します。ただし、そこまでに長い上り坂を走ってきたチームにとっては苦しい選択なのかもしれませ

ん。（花白温泉から標高差３００ｍありますから。）または、恵那の休日チームの走力があれば、山岡駅で

降車し、山岡駅３２点～山岡春日神社１５点～花白温泉３１点というルートを選択できたかもしれません。し

かしながら、３時間クラス総合４位の成績は見事だったと思います。 

 

３位のロキソンランニングクラブチーム（愛知県一宮市ほか）。明智町拡大図エリア内の旧三宅家２９

点と明知城本丸跡７５点を獲得後、なんと天池林道途中の木１００点を獲得に向けて走りました。しかも、

田沢ダム６５点、磐座の森８０点を獲得しての天池林道途中の木１００点獲得。その後、林道から山岡町に

抜けてイワクラ公園展望台７０点獲得、明智町に戻るというルート選択でした。３時間クラスで１００点を獲

得したチームは唯一、このチームだけです。磐座の森８０点から天池林道途中の木１００点に抜ける山道

は地図読みができないと迷います。このルートを走るためには走力と脚力を要しますので、ランニング

クラブで培った経験が生かされたのだと思います。このチームの過去のロゲイニング経験がどのよう

なものだったか分かりませんが、今後の取り組みに次第で、素晴らしい成績を残していくような気がい

たします。 

 

４位のもくばく A チーム（愛知県名古屋市ほか）。２人チームが上位を占める中、見事４人チームで上位に

ランクしてきました。すわがみね山頂１１５点を獲得し、明智町エリアを中心に回りました。シークレットポイント

と明知城本丸跡７５点を獲得し、得点を重ねました。千畳敷公園お弘法さん４４点を獲得していれば、３位入賞

もあったかと思います。 

 

５位のやるでよぉチーム（愛知県名古屋市）。明智町内を獲得し、列車で花白温泉駅に向かい、降車後は兼

平ダム７９点を獲得し、山岡町東側エリアを回って明智町に戻るというルートでした。遠くからポイントを回る

というロゲイニングの基本を実行した形となりました。花白温泉３１点から小さな滝５７点までの長い上り坂は



辛かったと思います。 

 

６位の Sake＆Run チーム（愛知県日進市ほか）。このチームも列車で花白温泉駅に向かい、降車後は寺尾

の三十三観音２２点、飯高かんのん茶屋４３点をめぐり、兼平ダム７９点を獲得、引き返し石碑３５点を取って、

明智に戻りました。寺尾の三十三観音２２点など、山岡町にはお地蔵さんや観音さんが多数存在します。道行

く人たちの無事を祈って建てられました。 

 

７位の Beer＆RUN チーム（愛知県刈谷市ほか）。Sake＆Run チームと同じ仲間でしょうか。このチームも列

車で花白温泉駅に向かい、降車後は寺尾の三十三観音２２点、飯高かんのん茶屋をめぐり、兼平ダム７９点を

獲得、引き返し石碑３５点を取って、明智に戻りました。飯高かんのん茶屋４３点では、１００円券を使って五平餅

などが食べられます。普段はのんびりしたところですが、正月には向いの飯高観音に参拝した人たちでごっ

た返します。 

 

８位のせいびかい（愛知県名古屋市）。このチームの代表者は前回の大会に男子チームとして参加、２位入

賞を果たしています。今回は混合チームでの参加でした。国道３６３号線沿いに山岡方面に向かってポイント

を取り、大正村つつじ文字５２点を取ったあとに、ふるさと林道を上って釜屋城跡８１点を取るルートを選択し

ました。８１点を取るルートとしてはこの道順が体力的に楽なルートです。女性メンバー２人の体力を考慮して

このルート選択をしたと思われます。その後山岡駅３２点を経て、列車で明智に戻っています。 

 

９位のハイカラさんになりたいチーム（愛知県あま市ほか）。このチームは明知鉄道で山岡駅下車、山岡西

側エリアを回って、山岡地籍調査記念碑３７点を獲得した後に、釜屋城跡８１点を獲得しています。ふるさと林

道から釜屋城跡８１点に向かうチームがほとんどですが、逆のパターン難易度が高いと思います。まずは入

り口が探せたかどうか、探せても登れたかどうか。なんにしても到達できたということは素晴らしいと思い

ます。 

 

１０位のまるくんずチーム（岐阜県御嵩町）。明智町拡大図エリアを回り、明知鉄道で山岡駅下車、おばあち

ゃんの手作りのお店２４点を獲得して、国道３６３号線を戻っています。今の時期は見られませんが、かんてん

パーク１３点の周囲には冬になると寒天づくりの光景が見られます。山岡町は細寒天生産日本一の町です。

フィニッシュ後に無料配布したところてんは寒天のポピュラーな食べ方です。 

 

１１位のチームちゃこ（愛知県蒲郡市）。このチームは明智町を中心に回りました。シークレットポイントも明

智駅から野志駅３３点まで乗車し、獲得しています。明智の森７６点、明知城本丸跡７５点の高ポイント地点も獲

得していますので、よいルート選択だったと思います。 

 

１２位の石川＆みーくんチーム（愛知県春日井市ほか）。このチームは明知鉄道で花白温泉駅下車、山岡駅

方面に戻りながら、ポイントを取りつつ、山岡駅から再度乗車して、野志駅下車、ポイントを取りつつ明智に戻

っています。明知鉄道の上下線を上手に利用したルート選択だったと思います。 

 

１３位のもくぱく B チーム（愛知県名古屋市ほか）。このチームは明知鉄道で花白温泉駅まで向かい、下車

した後に国道３６３号線沿いを歩いて走ってポイントを獲得しながら、明智に戻っています。１２位のもくぱく B

チームとルートは似通っていますが、明智に戻るときに明知鉄道を利用したかしないかの違いがあります。



結果的には利用したほうが上位にくるということです。体力が温存できるうえ、明智に戻った時に明知城本

丸跡７５点や千畳敷公園お弘法さん４４点の高ポイント地点を獲得できるチャンスが生まれます。 

 

１４位のベルディチーム（三重県鈴鹿市）。このチームも明知鉄道で山岡駅まで向かい、東海自然歩道経由

で、国道３６３号線沿いのポイントを獲得しながら、野志駅で列車に再度乗車して明智に戻っています。走るこ

とが前提として、熊野神社４２点、らぴぃくん２０点が取れるともう少し順位が上がったと思います。また、東海

自然歩道をウォーキングする方が増えています。春と秋のウォーキングは景色がよくお勧めです。 

 

１５位のどんちゃんチーム（岐阜県可児市）。このチームの代表者も前回大会に引き続いての出場です。明

智町拡大図エリアと山岡町西側エリアを頑張って回ってくれました。シークレットポイントも獲得しています。

前回は明智町の西側を回っていますが、今回は列車を上手に利用して山岡を中心に回りました。 

 

１６位オダヅマーズチーム（愛知県長久手市ほか）。このチームも明知鉄道を利用していますが、他のチー

ムが明智駅で乗車するなか、野志駅から乗車し花白温泉駅で下車しています。最初から花白温泉駅で乗車

するつもりだったのか、明智駅の混雑状況をみて変更したのか定かではありませんが、これもよいアイデア

だったと思います。野志駅まで、明智こども園１６点、らぴぃくん２０点を獲得しながら進めるには十分な時間

がありましたので。そして花白温泉駅で下車後は東海自然歩道を通り、安住寺４０点を獲得して明智町に戻っ

ています。今回、安住寺４０点を獲得しているチームは少なかったですが、オダヅマーズは選択しました。 

 

１７位のあんじょうチーム（愛知県稲沢市ほか）。このチームは明知鉄道を明智駅で乗車し、野志駅で下車、

野志圃場整備碑３６点、熊野神社４２点を獲得し、明智町に戻っています。野志圃場整備碑３６点は、地図上で

記号と位置が多少ずれていました。申し訳ございませんでした。熊野神社４２点は意外と高所にあるため、

坂を上らなければなりません。しかしながら、神社から眺める田園風景はきれいだったと思います。 

 

１８位のシモサトチーム（愛知県稲沢市）。このチームは明智町拡大図エリアをすべて回りました。千畳敷公

園お弘法さん４４点、明知城本丸跡７５点、旧三宅家２９点も獲得です。旧三宅家は旧家の中で撮影でした。囲

炉裏のある懐かしい雰囲気を感じられる観光スポットです。千畳敷公園お弘法さん４４点からは明智の町が

一望できます。 

 

１９位のラブスマイル Aチーム（愛知県瀬戸市）。このチームは明知鉄道で花白温泉駅まで向かい、ポイント

を取りながら山岡駅まで行き、再度明知鉄道に乗って明智に戻っています。あづま精肉店２３点に立ち寄って

いますが、ここでは名物の大正コロッケが食べられます。また串カツがサービスでいただけたと思います。

お話好きな気のいい店主のおじさんが出迎えてくれたと思います。 

 

２０位のカメラ倶楽部 A（岐阜県岐阜市）。男子の部９位のカメラ倶楽部 B と同じグループのようです。明智

山岡間を明知鉄道で往復し、チェックポイントを訪れています。イワクラ公園展望台７０点は良い景色見えま

すので、良い写真が撮れたのではないでしょうか。 

 

２１位のラブスマイル B チーム（愛知県瀬戸市）。このチームは明知鉄道で山岡駅まで乗車し、小里川の看

板１２点、おばあちゃんの手作りのお店２４点を回って、再び明知鉄道で明智に戻っています。山岡町内を一級

河川小里川が流れています。下流には小里川ダムがあり、日本一大きい水車がある道の駅「おばあちゃん



市」があります。お越しの際にはぜひお立ち寄り下さい。 

 

２２位の★チーム北★（愛知県尾張旭市ほか）。このチームは明知鉄道で花白温泉駅まで行き、その後山岡

駅まで移動、イワクラ公園展望台７０点を獲得して列車で明智に戻っています。花白温泉か山岡駅周辺で時

間を使っています。花白温泉は冷泉を薪で沸かした湯ですが、体が温まると評判ですので、一度お立ち寄り

ください。 

 

２３位のチーム A（三重県四日市市）。このチームは明智鉄道を利用せず、明智から東海自然歩道のコース

を通って山岡に入り、田沢ダム６５点を獲得、折り返して国道３６３号線沿いを戻ってくるルートをとりました。

このルートは散策するのにとても良いルートだと思います。三重県四日市市でもフォトロゲが毎年行われて

います。監修者も一度、四日市市のフォトロゲに参加したいと思います。 

 

２４位のたんぴくチーム（愛知県額田郡幸田町）。このチームは明知鉄道で花白温泉駅まで行き、その後、

イワクラ公園展望台７０点を獲得して、山岡駅で再度明知鉄道を利用して明智に戻っています。花白温泉、山

岡駅周辺、明智町内でフォトロゲを楽しまれました。山岡駅のチェックポイントは、利用しなくなった明知鉄道

の車両をカフェに改装した「森のカフェ」でした。 

  

２５位の TEAMTAMA（愛知県豊田市ほか）。このチームは明知鉄道で明智から山岡駅まで乗車し、イワクラ

公園展望台７０点、小里川の看板１２点、おばあちゃんの手作りのお店２４点を獲得して、明知鉄道で明智に戻

っています。明智では中馬街道うかれ横丁９点に立ち寄っています。大正村の代表的な風景であるうかれ横

丁です。 

 

２６位のアクティブナギ（愛知県春日井市）。このチームは明知鉄道で明智駅と山岡駅を往復し、明智の町

で中馬街道うかれ横丁９点とあづま精肉店２３点を獲得しています。明智の老舗製麺店である土田金商店２１

点や、みそ、しょうゆで有名なマルコ醸造２５点も頑張って獲得するとよかったと思います。イワクラ公園展望

台７０点が何かしらの原因でポイントが認められませんでした。 

 

２７位のノブちゃんず（三重県四日市市）。このチームは明知鉄道で花白温泉駅まで行き、山岡の東側エリ

アを回って明智に戻ったのですが、８分以上の遅刻をしたため、減点されてしました。遅刻の理由は定かでは

ありませんが、遅刻するとせっかく集めたポイントが一気に減ってしまいます。残念でしたが、次は遅刻しな

いように頑張ってほしいものです。ちなみに監修者の私もある大会にファミリーで出場したのですが、大遅

刻してしまいました。２０分以上の遅刻で、なんとマイナス９００点！それでも最下位ではなかったのが救いで

した。 

 

まとめますと、混合の部は走力のあるチームが順当に上位を占めたと思います。特に女性の方の走力が、

チーム全体の走力に影響すると思います。また、混合の部は、本格的にフォトロゲをするチームもあれば、始

めて参加するチーム、観光目的で参加するチームなど、目的が様々であり、ルート分析をするにあたってそ

れがはっきりと表れていました。「チームそれぞれのスタイルで参加できる」というフォトロゲの良い特徴を

垣間見る結果であったと思います。 

 

 



【ファミリーの部】 

ファミリーの部は２０チームの出場。優勝はアナザースカイチーム（８７６点）、２位はチーム羽根っこ（６８４

点）、３位はしろやまファミリー（５６６点）でした。全てのチームが無事にフィニッシュしました。 

 

優勝のアナザースカイチーム（愛知県豊橋市）。８７６点は３時間総合３位にあたり、好成績をおさめました。

２位に約２００点の差をつけての圧勝でした。ファミリーの部は中学生以下の方の参加が条件となりますので、 

その方の走力がチーム全体の走力につながります。その対象は未就学児、小学生、中学生になりますが、や

はり中学生が有利ということになるでしょう。アナザースカイチームのお子さんは体格も恵まれた中学生だ

ったと記憶します。親子で明智の森７６点、すわがみね山頂１１５点、ふるさと林道休憩所７７点、釜屋城８１点、明

知城本丸跡７５点と明智の高ポイント地点を順当に獲得しました。時間的にも余裕を残してのフィニッシュと

なりました。らぴぃくん２０点が取れれば、なお良かったかと思います。 

 

 ２位のチーム羽根っこ（愛知県岡崎市）。このチームのお子さんは小学生の女の子です。走ることが得意な

のでしょうか。６８４点は立派な成績だったと思います。明知鉄道で花白温泉駅まで行き、東海自然歩道のコ

ースを通って、明智まで戻っています。途中、イワクラ公園展望台７０点、田沢ダム６５点の高ポイント地点も獲

得していますし、ファミリーの部では最高の２３か所のチェックポイントを回っていますので素晴らしいと思い

ます。 

 

３位のしろやまファミリーチーム（愛知県小牧市）。このチームのお子さんは小学生の男の子です。明知鉄

道を使わずに、明智から国道３６３号線沿いにポイントを取りながら山岡駅方面に向かい、山岡の東側エリア

を回っています。五社神社４１点を獲得後、おそらく国道３６３号線に出て、明智に戻っています。走行距離は１５

㎞くらいあると思います。坂もありますので、よく頑張ったと思います。 

 

４位のにしぞうチーム（三重県桑名市）。小学生の男の子を含む３人親子チームです。このチームはまず初

めに千畳敷公園お弘法さん４４点を獲得してから、明知鉄道に乗車しています。おそらく１０時２０分の列車に

乗車したかと思われますが、スタート後２０分で千畳敷公園お弘法さん４４点を獲得してきたあたりは素晴ら

しいと思います。その後、山岡から東側エリアを回って、東海自然歩道のルートを通り、田沢ダム６５点、安住

寺４０点を獲得し、明智町拡大図エリアを回りました。坂が多いルートでしたので大変だったと思いますが、お

もしろいルート選択だったと思います。 

 

５位の三引両チーム（愛知県豊橋市）。小中学生３人を含む親子５人チームです。このチームは明知鉄道で

山岡駅まで向かい、山岡の西側エリアを回って国道３６３号線沿いのポイントを取りながら、明智まで戻って

きました。途中、イワクラ公園展望台７０点をしっかりと取っています。親子５人で回ると途中でいろいろなこ

とがあり、大変かと思います（監修者も経験あり）。５人全員で協力して乗り切れたと思います。 

 

６位のチームしえいや（滋賀県東近江市）。小学生の男の子とお父さんのチームです。このチームは長野

県の高遠クローバーフォトロゲの会場でお申込みいただきました。親子で各地の大会に参加され頑張ってい

ます。国道３６３号線沿いにポイントを取り、大正村つつじ文字５２点を獲得したあと、なんと、ふるさと林道休

憩所７７点を獲得、釜屋城跡８１点も獲得しています。坂のきついルート選択だったと思いますが、高ポイント地

点を積極的にチャレンジしました。 



７位のチームしぶちん（愛知県安城市）。小学生の女の子を含む５人チームです。チームしぶちんはすわが

みね山頂１１５点を獲得し、明智拡大図エリアを回りました。３時間クラスですわがみね山頂１１５点を獲得したチ

ームは、優勝したアナザースカイチームとチームしぶちんの２チームのみです。体力のいるルートなので５人

でよく頑張ったと思います。 

 

８位のファイト！１１０３（岐阜県恵那市）。このチームは小学生の男の子と女の子、お母さんの３人チームで

す。昨年の大会にもお父さんを含む４人で参加して頂き、ファミリーの部で３位に入っています。今回はお母

さんが子供たちを引っ張り、よく頑張りました。明知鉄道で山岡まで行き、山岡駅周辺を回った後、再び明知

鉄道で野志駅まで行きます。ここからポイントを取りながら明智に戻っています。今回入賞とはなりませんで

したが、地元明智町出身のチームとして頑張っていただきました。 

 

９位のやる気ファイターズ（岐阜県羽島郡）。小学生の女の子２人を含む４人チームです。野志駅から明知鉄

道に乗り、山岡駅で下車します。山岡春日神社１５点、イワクラ公園展望台７０点を獲得して、明知鉄道で明智

に戻ります。明智では明知城本丸跡７５点を回りました。日本大正村フォトロゲイニングは、「明智町内のチェッ

クポイントが多く、密集している」という特徴があります。子供たちが楽しめるように、飽きないようにという

配慮からそのようにしているのですが、いかがだったでしょうか。 

 

１０位のチームわた（岐阜県多治見市）。中高生２人を含む親子３人チームです。このチームは明知鉄道に乗

車、山岡駅で降りて山岡東側エリアを回ります。その後、おそらく山岡駅で再び明知鉄道に乗り、明智に戻っ

てチェックポイントを回ったと思います。恵那市明智町と同じ東濃地方からの出場ということで大変うれしく

思います。昨年はフォトロゲ NIPPON 土岐大会がありましたが、残念ながら今年は開催されません。岐阜県東

農地方でフォトロゲの大会がもっと増えることを願っています。 

 

１１位の YKKK６２６３チーム（長野県伊那市）。小学生の男の子を含む２人チームです。昨年の大会にも出場さ

れました。今回は前回と違って明知鉄道の利用ができました。明知鉄道で野志駅まで行き、ポイントを取りな

がら山岡駅で再び明知鉄道に乗って、明智に戻りました。戻った後は明智のチェックポイントを回っています。

鉄道を使うと体力的には楽ですが、列車の時刻を考慮したプランニングをする必要があります。本数がたく

さんあるわけではないので、プランニングが難しくなります。乗り遅れれば、遅刻して減点になるリスクもあ

るわけです。しかしながら、このような列車を使ったフォトロゲも楽しいと思います。 

 

１２位のニシオファミリーチーム（愛知県知立市）。小学生の男の子と女の子を含む親子４人チームです。こ

のチームは明智町拡大図エリア内のすべてのチェックポイントと、東海自然歩道の看板２６点を回りました。

明智町拡大図エリアをすべて回ると３３０点は獲得できます。意外とたくさんの得点が取れますし、明智の観

光スポットを巡ることができます。明智には日本大正村の観光施設、明智光秀の関連施設がありますので、

また訪れてはいかがでしょうか。 

 

１３位のこけももチーム（岐阜県恵那市）。未就学児の男の子と小学生の女の子２人、お母さんの地元明智

町出身４人チームです。前回大会に引き続きの出場となりました。お母さんが３人の子供を頑張って引っ張っ

てくれました。明知鉄道で山岡駅まで行き、イワクラ公園展望台７０点、おばあちゃんの手作りのお店２４点を

回りました。おばあちゃんの手作りのお店２４点では、参加賞の１００円券が使用できます。たくさんのチームが

このお店で１００円券を使用してくれました。ありがとうございました。ソフトクリームなど、食べ歩きをしなが



らできるのもフォトロゲの良いところだと思います。 

 

１４位のミラクルＢチーム（岐阜県恵那市）。未就学児の男の子を含む親子３人チームです。地元明智町から

の出場でした。明智町拡大図エリアをすべて回り、３３０点を獲得しました。今回、未就学児は３名参加されて

います。お子さんをみながらのフォトロゲですので大変だったと思います。日ごろ慣れ親しんだ土地だと思

いますが、フォトロゲとして歩いて回るのも、また違った情景が見えていいのではないでしょうか。 

 

１５位のチームのんき（愛知県岡崎市）。小学生の女の子を含む親子２人チームです。２位に入ったチーム羽

根っこと同じご家族だと思われます。こちらのチームはお母さんと一緒に明智町拡大図エリアのすべての

チェックポイントを獲得しました。同じご家族でも２チームに分かれて、スタイルの違った回り方ができます。

これもまたフォトロゲの面白いところだと思います。 

 

１６位のチームもーりー（滋賀県守山市）。小学生の男の子と中学生の男の子を含む親子４人チームです。

明智の拡大図エリア内と野志駅３３点を獲得しました。明知城本丸跡７５点をチャレンジするとよかったかもし

れません。今回滋賀県から５時間クラスもあわせて３チームが参加されました。道中大変だったと思います。

ありがとうございました。 

 

１７位のいちふみチーム（富山県高岡市）。小学生の女の子を含む親子４人チームです。こちらのチームも

遠方よりご参加くださいました。このチームは、すわがみね山頂１１５点、ふるさと林道休憩所７７点を獲得し

ていますが、道に迷ったのか１２分ほど遅刻をしました。もし、遅刻がなければ総合計４８２点で７位になってい

た可能性がありましたので、もったいなかったと思います。フォトロゲでは遅刻が命とりになりますので、次

回はこの経験を生かしてほしいと思います。 

 

１８位のはねっこーず with M チーム（愛知県津島市）。小学生の女の子２人を含む５人チームです。こちらの

チームも遅刻をしてしまい、マイナス９１０点という結果になってしまいました。行きはおそらく明知鉄道に乗

って山岡駅で降りたと思います。イワクラ公園展望台７０点、おばあちゃんの手作りのお店２４点も獲得してい

ます。おそらく帰りの列車に乗り遅れたのでしょうか。山岡駅を１１時５５分発に乗り遅れたので、１３時０１分に乗

って戻ったのか、または山岡駅から歩いたのかなと推測します。監修者の私もある大会でマイナス９００点の

経験があります。明らかに遅刻すると分かった場合、それでもチェックポイントでポイントを獲得するという姿

勢を崩してはいけません。減点されると分かっているので、減点の幅をできる限り最小限に抑えることが必

要です。なので、明智駅３４点は最低限獲得してほしかったと思います。 

 

１９位の沼田家チーム（岐阜県土岐市）。小学生の男の子を含む３人チームです。このチームは明知鉄道で

山岡駅まで乗車し、そこから爪切り地蔵尊８２点を獲得しています。さらに山岡の西側エリアのポイントを獲得

しながら明智に戻っています。しかしながら、残念なことに２７分の遅刻となってしまいました。３０分遅刻する

と失格となりますので、その可能性もあって危ないところでした。総合計は４５８点だったので、遅刻がなけ

れば８位になっていました。遅刻の原因は途中で何かしらのトラブルがあったのか、列車に乗り遅れたのか、

もしくは体力に見合ったルート選択ができなかったことによると思います。爪切り地蔵尊８２点は山岡駅から

往復４㎞ほどありますし、上り坂もあります。選択したルートは走行距離約１５㎞になると思いますので、その

点を考慮できたかどうか。この経験を次に生かしてくれればと思います。 

 



２０位のＴeamKeito（岐阜県中津川市）。申し訳ありません。このチームはこちらのミスか何らかの理由でル

ート確認ができていません。帰還チェックはされていますが、その後のチェックが未確認になっています。 

 

まとめますと、ファミリーの部は中学生以下のお子さんの運動能力などに大きく左右されます。他のカテ

ゴリーに比べて、途中の進路変更、トラブルなどが起きやすく対応に追われます。ファミリーでいかに協力し

て競技をすすめていけるかにがポイントになるでしょう。それがゆえに、遅刻をしてしまうこともあると思い

ますが、それはそれで家族で協力して乗り切る、フォトロゲを通して、家族の絆がより強くなると感じます。 

 

 

４． 最後に・・・                                          

長くなりましたが、３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 


