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１． タイムテーブル                            

 

時刻 内 容 場 所 

7：30 各駐車場開場  

8：30 受付開始 明智文化センター内 

8：45 初心者説明会 明智文化センター内 

9：15 開会式 大正村広場（雨天の場合センター内） 

9：40 写真撮影  

9：45 地図配布、作戦タイム  

10：00 3 時間の部・２時間の部、同時スタート 大正村広場 

12：00 ２時間の部フィニッシュ 大正村広場 

12：30 ２時間の部表彰式 明智文化センター内 

13：00 ３時間の部フィニッシュ 大正村広場 

13：30 ３時間の部表彰式・閉会式 明智文化センター内 

14：00 終了  

 

２． 競技内容                               

【制限時間】 2時間・3時間 

【Ｃ Ｐ 数】 39か所 （1000点満点） 

【競技時間】 2時間 10：00～12：00  3 時間 10：00～13：00 

【チーム人数】 ２～５名 

【部  門】 3 時間の部 ： 男子・女子・混合・ファミリー（中学生以下の子供 1人以上を含む）・シニア 

      ２時間の部 ： 中学生男子・女子 高校生男子・女子 

【定  員】 150人 50チーム 

【参加者数】 ８８人  ３０チーム（オープン含む）  

【通過記録】 写真撮影での証明 

【使用地図】 Ａ３版１枚  （縮尺１：8000、等高線間隔 5ｍ、市街地拡大図）   

           （縮尺１：25000、等高線間隔 10ｍ、国土地理院電子地形図 25000） 
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３． 競技の流れ                              

【来  場】 時間に余裕をもってご来場ください。 

駐車場は明智振興事務所（随時駐車可）、明智こども園（7：30より駐車可）、大正村無料駐車場

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明智振興事務所・保健センター（約 150台） 

恵那市明智町 843-1（TEL0573-54-2111） 

明智こども園（約 80台） 

恵那市明智町 332-3（TEL0573-54-2030） 

明智町内 会場・駐車場 案内図 

駐車場① 

駐車場② 

スタート・ゴール・開会式会場 

大正村広場（浪漫亭前） 

明智駅 

明智小学

明智中学

 バロー 
明智店 

新 町 交 差

市 場 交 差

至 瑞浪

至 中津川市 

至 豊田

受付・表彰式会場 

明智文化センター 

恵那市明智町 1860-6（TEL0573-54-4311） 

駐車場③ 

大正村無料駐車場 
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≪公共交通機関ご利用の場合≫ 

明知鉄道、東鉄バスがご利用できます。明智駅到着後、徒歩にて明智文化センターにお越し下さい。 

駅から会場まで徒歩約 5分です。 

明知鉄道時刻表 東鉄バス時刻表 

恵那発 明智着 瑞浪駅前発 明智駅前着 

６：４７ ７：３７ ７：４５ ８：２６ 

７：５８ ８：４７   

※時刻表・運賃は明知鉄道、東鉄バスのホームページよりご確認下さい。 

 

 

≪車をご利用の場合≫ 

・中央自動車道恵那インターより国道 257号線、国道 363号線経由 約 40分 

・中央自動車道瑞浪インターより県道 20号、国道 363号線経由 約 30分 

・看板表示は「明智町」、もしくは「日本大正村」です。 

・町内交差点の案内看板があります。案内に従ってお進みください。 

・駐車場は「明智振興事務所」「明智こども園」「大正村無料駐車場」の 3 か所あります。他のお客様と

の関係上、「バロー」には駐車しないようご協力お願いします。 

 

【受  付】 ①メンバー変更がない場合 

明智文化センター内にて受付があります。チームの代表者の方は「チーム名」を係の者に伝え

「参加通知・参加賞引換券」を提出します。当日連絡可能な電話番号を記入しておいてくださ

い。提出しましたら、参加賞をお受け取りください。 

 

②メンバー変更がある場合  

メンバー変更を受け付け前に行います。ヘルプデスクで変更届に必要事項を記入のうえ、提

出してください。その後に通常受付を行ってください。 

 

      ※領収書が必要な方はヘルプデスクにてお受け取りください。 

           

【出走準備】 受付を終了された方から、参加賞入りの袋の中身をご確認のうえ、出走準備をお願いします。

明智文化センター2 階に女子更衣室、１階に男子更衣室が設けてありますのでご利用下さい。

荷物置き場は大ホールになりますが、貴重品は必ずお持ち下さい。万一盗難・紛失等がありま

しても主催者は一切の責任を負いません。 

      開会式は大正村広場で行います。開会式まで待機をお願いします。 

【初心者説明会】 フォトロゲが初めての方を対象に説明会を 8時45分より文化センター会場内にて実施します。 

自由参加ですが、参加される方は早めに受付を済ませて下さい。 
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【開 会 式】 大正村広場に移動し開会式を行います。 

１．開会の言葉 

       ２．実行委員長の挨拶 

       ３．他大会宣伝 

４．競技説明 

        

【写真撮影】 参加者全員で集合写真を撮影します。カメラマンの指示に従ってください。  

【地図配布】 スタート約 15分前に地図とチェックポイント一覧表をお渡しします。 

【作戦タイム】 スタートまでチームごとに作戦をたてて下さい。 

【スタート】 大正村広場を 10時にスタートします。 

【レース中】 チェックポイントを回り、写真を撮影します。トラブルや事故があった場合は本部までご連絡下

さい。 

【フィニッシュ】 大正村広場にて 3 時間クラス 12：00、2 時間クラス 13：00がフィニッシュとなります。 

フィニッシュ地点に時計を置いておきますので、フィニッシュ時刻の証明として最後にチームメ 

ンバーと一緒に時計を撮影して下さい。また、遅刻した場合は 1分毎に 50点減点されます。 

30分以上遅刻すると失格になります。30分以上遅刻しそうな場合は本部までご連絡下さい。 

【得点集計】 明智文化センターに移動し、チーム名を伝え、帰還チェックを受けて下さい。得点集計表をお渡

しするので、明智文化センター大ホールにてチェックポイント番号を回った順番に記入し、総得

点を計算して下さい。 

【写真チェック】 記入した得点集計票と写真撮影に使用したデジタルカメラを用意して、スタッフの写真チェック 

を受けて下さい。問題がなければ競技終了となります。 

【表 彰】 2時間クラスは 12：30頃、3 時間クラスは 13：30頃を予定しています。 

各チームの順位が確定次第、各部門の上位３位まで順次表彰を行います。 

      終わりに総合 1位、2位チームにどのように競技を進めたのか、説明タイムを設けます。 

      フォトロゲを行う上で大変参考になりますので、ご参加ください。 

【解 散】 表彰式終了後解散となります。なお、参加賞の 100 円券、おもてなしチェックポイントでのおも

てなしサービスは営業時間内であれば大会終了後も使用可能です。大会後はお買い物、観光

でお楽しみ下さい。 

 

４．持ち物                               

【参加者が用意するもの】 

□携帯電話 □デジタルカメラ（携帯電話のカメラでも可） □予備のバッテリー 

□時計、電卓、筆記用具 □コンパス（レンタルは数に限りがあります。） 

□天候に応じて雨具 □飲料水、補食 □保険証 □熊鈴 □ホイッスル □お財布 

□応急処置用キット（絆創膏、テーピングなど） 

  

【主催者が配布するもの】 

□地図およびチェックポイント一覧表 □チャック式ポリ袋 □得点結果用紙 □参加賞 

□アンケート 
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５．競技の概要                             

本大会はフォトロゲイニングです。日本フォトロゲニングイング協会が定めるルールに順じて行いま

す。地図とコンパスを用いて、恵那市明智町の町なかや山地に設定された 39 か所のチェックポイント

を制限時間内にできるだけ多く回り、得点を競うチームスポーツです。訪れたチェックポイントで写真

撮影をすると得点ゲット！たくさんのチェックポイントを回って、より高得点を目指します。歩いても

よし、走ってもよし、誰もが楽しめるスポーツです。 

 

６．ルール                               

・競技エリアは恵那市明智町、スタートとフィニッシュは大正村広場です。南北約 5㎞、東西約７㎞の

範囲となります。 

・スタート 15分前にチェックポイントが記された「地図」と、チェックポイントで撮影する見本となる

「チェックポイント一覧表（以下 CP 一覧表）」が配布されます。スタートまでの 15 分間でどのチェ

ックポイントを回るのか、チームで作戦会議をします。 

・制限時間は 2 時間と 3 時間です。回る順番は自由ですが、制限時間を過ぎますと 1 分につき 50 点の

減点、30分以上で失格となります。30分以上遅刻しそうな場合、主催者へ電話連絡をしてください。

連絡先（CP一覧表に記載） 

・地図上のチェックポイントに示される数字が、そのまま得点となります。 

・同点の場合はフィニッシュタイムが速いほうを上位とします。 

・デジタル写真撮影による通過証明方式を採用します。地図と同時に配布された「CP一覧表」をもとに、

対象となる特徴物と、カメラマン以外すべてのメンバーを入れて、同じアングルで写真撮影してくだ

さい。この写真が通過証明となります。フィニッシュ後、審査員が実際に撮影された写真を確認しま

す。 

・移動手段は歩行、走行のみとします。鉄道、バス、車、自転車の利用は認められません。 

・チームは離れず行動し、全員でチェックポイントを回ってください。手分けして得点を集めることは

できません。 

・競技中の飲食に関しては制限しません。飲料、補食等はご準備ください。当日は参加賞の 100円券を

配布します。対象とするお店で利用できますのでお立ち寄りください。コンビニ、商店、自販機の利

用も許可いたします。 

・次のナビゲーション補助用具は使用できます。（コンパス、高度計） 

・ナビゲーション目的ではない GPS機器も使用できます。（ログ取得目的） 

７．競技に関する注意事項                         

・ナビゲーション目的のために GPS機器、スマホのナビゲーションアプリを使用することはご遠慮くだ

さい。 

・途中で競技を中断し、連絡せずに帰宅することはご遠慮ください。 

・競技中、ごみを捨てないでください。マナーを守って競技しましょう。 

・サンダル、裸足で参加することは危険ですのでお止めください。 

・携帯電話は緊急時の連絡手段となりますので必ず携帯し参加してください。携帯・スマホを撮影用に
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使用する場合は、緊急連絡用の携帯を別にご用意ください。 

・チームメンバー以外の者の補助を受けることは違反となります。（緊急時は除く） 

・田畑、果樹園、宅地内を通過することはお止めください。 

・神社仏閣の境内、敷地、大正村施設内は走らないでください。歩いて通過しましょう。 

・その他不正行為が発覚した場合は失格とします。 

 

８．本大会に関する注意事項                          

・参加者（代表者）には案内ハガキを郵送します。当日は必ずご持参ください。 

・天候などにより中止の場合は、前日に公式ホームページにてお知らせいたします。 

・天候などにより中止する場合、参加料の払い戻しはいたしません。参加賞等は配送いたします。 

・申込後の自己都合によるキャンセルの場合、参加料の払い戻しはいたしません。 

・参加者は自己の責任において体調を管理し、体調が悪くなった場合には競技を中止してください。 

・また本大会には、怪我、病気につながる事故発生の危険性が潜んでいます。運営者は安全確保・説明

と万が一の際の迅速な対応に努めますが、参加者の皆様も安全管理に一定の責任を負っている旨をご

理解いただき、安全な大会催行にご協力ください。 

・大会開催中の事故・傷害は大会側が加入した保険の内容の範囲内で保証されますが、それ以上の責任

は負いかねますので予めご了承ください。事故や怪我の発生時、応急処置の対応はいたします。 

・会場内には更衣室を設けますが、貴重品は必ず各自でお持ちください。 

・道路を使用するにあたって一切の交通規制はしておりません。一般の交通ルールや社会マナーを守っ

て競技を行ってください。 

・大会の映像・写真・記事・記録等において（氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報）が新聞・

テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾して頂きます。

また、その掲載権・使用権は主催者に属します。 

  

９．個人情報の取扱いについて                         

主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主

催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的と

し、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛協力、関係各団体からのサー

ビスの提供等に利用する旨、ご了承ください。 

 

１０．問い合わせ 緊急連絡先                      

【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 TEL：0572-65-4770 携帯：090-1611-8126 

 

【明智文化センター】 

TEL：0573-54-4311 


