
日本大正村フォトロゲイニング 2021 in Summer 
～東美濃・明智光秀ゆかりの地を巡る～ 

令和 3年 3月 7日発行 
《 大会要項 》 

 

【開 催 日】令和 3年 6月 20日（日）雨天決行・荒天中止  

※新型コロナウイルスの影響による大会開催の可否は 6月２日（水）に発表いたします。 

※台風などの影響による大会開催の可否は前日に公式ホームページ、SNS、メールで告知します。 

【競技エリア】岐阜県恵那市明智町、山岡町、岩村町 

【主 会 場】明智小学校グラウンド・体育館 

【駐 車 場】明智小学校グラウンド（参加者は自家用車を待機場所とする） 

【競 技 時 間】6時間・4時間 

【部 門】男  子（中学生以上の男子のみで組まれたチーム） 

女  子（中学生以上の女子のみで組まれたチーム） 

男女混合（男女各 1名以上で組まれたチーム） 

ファミリー（小学生以下の子供を最低 1人含むチーム、血縁関係である必要はありません） 

ベテラン（チーム全員が大会当日に 50歳以上のチーム） 

【使 用 地 図】①国土地理院発行の電子地形図１／25000地形図 A3版 加筆修正 

       ②岐阜県県域統合型 GISぎふ  

【競技ルール】日本フォトロゲイニング協会の定めるルール、および日本大正村フォトロゲイニング実行委員会

が定める特別ルールに準じます。 

【参 加 賞】あり（未定） 

【表 彰】各部門 3位までに賞品授与 （特別賞あり） 

【参 加 資 格】健康で大会の意義を理解しルールを守れる方 

（18歳未満の方は必ず保護者、成人と参加すること） 

【参 加 料】6時間 大人 3500円／人 中学生以下 1000円／人 未就学児無料 

       4時間 大人 3000円／人 中学生以下 1000円／人 未就学児無料  

【定 員】300名、もしくは 100 チーム（チーム人数 2～5 人で構成すること） 

       （6時間 120名 4 時間 180名） 

【申込み期間】（仮申し込み）令和３年３月２０日（土）～５月２５日（火） 

※この期間中にエントリーのみを行う。 

（本申し込み）令和３年６月２日（水）～６月１０日（木） 

※この期間中に入金を行い、エントリーを完了する。 

※仮申し込み期間にて先着順・定員に達し次第、締め切ります。 

 また、新型コロナウイルスの影響により中止の場合（6/2発表）は本申し込みを行いません。 

【申込み方法】①スポーツエントリーサイトから申し込む。（クレジット、コンビニ支払い可） 

        ※仮申し込み、本申し込みともにスポーツエントリーサイトでできます。 

②公式ホームページより専用申込みフォームを利用する。（クレジット、銀行振込可） 

 ※仮申し込み、本申し込みともに公式ホームページでできます。 

③大会チラシの参加申込書に必要事項記入し、指定の場所に FAX、郵送、または直接持参する。 

 ※本申し込みは公式ホームページのクレジット決済、もしくは銀行振込を利用する。 
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【申  込  先】  申込み方法③の申込先は下記の３か所です。直接持参する方はお近く申込場所にご持参下さい。

FAX、郵送の場合は大正村観光案内所にお願いします。 

明智 大正村観光案内所 （FAX、郵送、直接持ち込み可） 

（〒509-7731恵那市明智町 457-2 TEL:0573-54-3944 FAX:0573-54-4504） 

         山岡  山岡コミュニティセンター（直接持ち込みのみ可） 

(〒509-7603 岐阜県恵那市山岡町上手向 1207-1 TEL:0573-56-2618)  

         岩村 恵那市観光協会岩村支部（えなてらす、いわむら。）（直接持ち込みのみ可） 

（〒509-7403 岐阜県恵那市岩村町 263-2 TEL:0573-43-3231）  

 

【参加料振込先】 銀行振込をご利用の方は以下の口座にお振込み下さい。 

十六銀行 明知支店（普）1234099 寺澤直樹（テラザワナオキ） 

 

エントリースケジュール 

 ①スポーツエントリー ②公式ホームページ ③FAX・郵送・持参 

3/20 仮申し込み開始 スポーツエントリーサイト

にアクセスして行います。 

公式ＨＰ内のエントリ

ーフォームを利用して

行います 

指定の場所に FAX・郵送・

持参します。 

5/25            仮申し込み 締め切り 

6/2 開催の可否・入金の

手続きのご案内 

スポーツエントリーより案

内のメールが届きます。 

実行委員会より案内の

メールが届きます。 

実行委員会より案内の

メールが届きます。 

6/2  本申し込み開始 案内に従い、参加料入金手

続きをして下さい。（クレジ

ット決済、コンビニ支払い

可） 

エントリー完了です。 

案内に従い、参加料入

金手続きをして下さ

い。（クレジット決済、

銀行振込可） 

エントリー完了です。 

案内に従い、参加料入金

手続きをして下さい。

(クレジット決済、銀行

振込可) 

エントリー完了です。 
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【問い合わせ】日本大正村フォトロゲイニング実行委員会（担当：テラザワ） 

       大会に関する質問、問い合わせは公式ホームページの問い合わせフォームをご利用ください。電

話での問い合わせは緊急の場合のみご利用ください。0572-65-4770(テラザワ) 

【公式ホームページ】https://www.ena-photorogaining.com/ QRコード→ 

 

【主 催】日本大正村フォトロゲイニング実行委員会 

【後 援】（公財）日本大正村・明知鉄道（株）・明知鉄道連絡協議会・明智町明知鉄道協力会・山岡町明知

鉄道協力会・恵那市社会福祉協議会明智支部・あけちクラブ・恵那市観光協会明智支部・明智町

体育振興会・まいまいくらぶ・恵那市・（公財）恵那市体育連盟・恵那市教育委員会 

【協 賛】マルコ醸造株式会社・土田金商店・アイコウフーズ・（有）マルマンスポーツ・あづま精肉店・テ

ラ・コンディショニングルーム・かんてんかん・その他岩村町、山岡町の企業様 
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◆競技の概要 

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

地図とコンパスを持って、恵那市明智町、山岡町、岩村町の町や山地に設定された約 50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、総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。 

 

◆ルール 

・競技エリアは恵那市明智町から山岡町、岩村町にまたがるエリアとします。スタートとフィニッシュは明智

小学校グラウンドです。南北約 10㎞、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。 

・制限時間は部門により 6時間、4時間です。回る順番は自由ですが、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。 

・移動手段は歩行または走行を基本とし、自動車、自転車、バス等の乗り物の利用は認めません。ただし、特別

ルールとして、明知鉄道の利用を認めます（運賃は自己負担）。 

・チームは離れず行動し、全員で回ってください。手分けして得点を集めることはできません。 

・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、距離計） 

 

◆競技に関する注意事項 

・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。 

・ペットなど動物を連れて競技することは可とします。自己責任にて管理をお願いします。 

・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。 

 

 

 

 

 

３ 



◆本大会に関する注意事項（参加者は下記の注意事項に同意の上お申し込みください） 

・参加者（代表者）には一週間前に案内通知をハガキで郵送、もしくは SNS・メールにて配信します。当日は必

ずご持参ください。（通達方法に関して変更ありましたらご連絡します。） 

・天候などにより中止の場合は、前日に公式ホームページ・SNS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。報道・掲載・利用を承諾しない方は事前にその旨を申し出てください。 

  

◆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。 

 

◆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） □時計、電卓、筆記用具 

□コンパス □天候に応じて防寒着、雨具 □飲料水、補食 □保険証 □体調チェックシート 

□マスク、携帯用消毒液（感染防止に必要なもの） 

【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 
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◆会場へのアクセス 

【会 場】明智小学校グラウンド・体育館（スタート・フィニッシュ） 

【駐車場】明智小学校グラウンド 

   （新型コロナウイルス感染防止を踏まえ、選手は自家用車を待機場所とする。また、公共交通機関

をご利用でお越しの参加者は体育館を待機所とする） 

 

【JR・明知鉄道でお越しの場合】 

JR 中央線「恵那駅」より明知鉄道に乗車（約 50分）、終点「明智駅」で下車、会場まで徒歩 10分。 

（JR名古屋駅から明智駅までの所要時間 約 1時間 50分） 

         

時刻表 QRコード読み取り 

 

 

 

 

【バスでお越しの場合】 

JR 中央線・瑞浪駅より東鉄バス「明智駅前」ゆきに乗車（約 45 分）し、明智駅で下車、会場まで徒歩 10

分。（JR名古屋駅からの所要時間 約 1時間 20分） 

   

      時刻表 QRコード（瑞浪駅前→明智駅前）   時刻表 QRコード（明智駅前→瑞浪駅前） 

 

 

 

【お車でお越しの場合】 

（明智小学校までまで） 

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

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

 

会場グーグルマップ QRコード 
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◆タイムテーブル  

 【当大会の新型コロナウイルス感染防止に伴う運営基準】 

・当大会は今まで明智文化センター等を主会場としてきましたが、新型コロナ感染防止のため、主会場を明智   

小学校グラウンド(明智小G:定員 750名)、同小学校体育館(定員 90 名)に変更いたします。 

・駐車場は明智小 Gです。 

・基本、開会式などは屋外で行います。 

・待機所や更衣は自家用車を利用し、他のチームとの接触を避けソーシャルディスタンスを保ちます。 

・体育館は更衣室として開放いたしますが、定員 90 名を保つため、部門別に利用時間帯を設けます。 

また、自家用車以外の方法で来られたチームは待機所としてもご利用いただけます。 

・6 時間の部と 4 時間の部の駐車場所、受付場所、フィニッシュ後の写真確認場所は密を避けるため、明確に 

  分けて設置いたします。プログラムを事前に配布いたしますのでご確認下さい。 

・雨天の場合は開会式等を簡略、もしくは行わない場合がございます。 

 

【6 時間の部】(カッコ内は場所) 

 

8:00 受  付(明智小 G 専用テント) 

※受付用テントを複数個所設けます。代表者のみ受付をし、受付後は車内で待機するか、ウォーミング

アップするチームは接触を避けて行って下さい。 

 

8:30 開 会 式(明智小G) 

※代表者のみの参加にする場合があります。 

 

8:35 競技説明(明智小G) 

※代表者のみの参加にする場合があります。 

 

8:45 地図配布・作戦会議 

※地図は代表者が取りに来ます。作戦会議は各チームの自家用車付近で行います。 

 

9:00 スタート 

※各チームの自家用車付近からスタートします。 

 

15:00 フィニッシュ、写真確認(専用テント) 

※写真確認用テントを複数個所設けます。 

 

15:30 表彰式および閉会式(明智小 G) 

※入賞チームのみ参加 

 

16:00 終了 

  

※状況により開会式、全体での写真撮影、表彰式、閉会式は行わない、もしくは簡素化します。 

6 時間の部の初心者説明会は行いません。体育館の利用は 8:00～8:30、15:00～15:45 とします。 
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【4 時間の部】(カッコ内は場所) 

 

8:30 受  付(明智小 G 専用テント) 

※受付専用テントを複数個所設けます。代表者のみ受付をし、受付後は車内で待機するか、ウォーミ 

 ングアップするチームは接触を避けて行って下さい。 

 

8:45 初心者説明(明智小G) 

※屋外で行います。感染防止をしつつお集まりください。事前に初心者説明動画や紙面にて配布する 

 予定ですので、そちらもご確認下さい。 

 

9:15 開 会 式(明智小G) 

※代表者のみの参加にする場合があります。 

 

9:35 競技説明(明智小G) 

※代表者のみの参加にする場合があります。 

 

9:45 地図配布・作戦会議 

※代表者が取りに来ます。各チームの自家用車付近で行います。 

 

10:00 スタート 

※各チームの自家用車付近からスタートします。 

 

14:00 フィニッシュ、写真確認(専用テント) 

※写真確認用テントを複数個所設けます。 

 

14:30 表彰式および閉会式(明智小 G) 

※入賞チームのみ参加 

 

15:00 終了 

 

 ※状況により開会式、全体での写真撮影、表彰式、閉会式は行わない、もしくは簡素化します。 

 体育館の利用は 8:30～9:00、14:00～14:45とします。 

 

◆その他 

・大会に関する情報は公式ホームページにて更新いたしますのでご確認ください。 

※本要項はフォトロゲイニング NIPPON大会要項を参考、および引用致しました。 
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◆新型コロナウイルスを想定したフォトロゲイニング開催における基本方針（2020年 6月 1日版） 

 

【新型コロナウイルスを想定した感染拡大防止対策について】 

 

参加者の皆さまには下記を遵守いただくようご協力をお願いします。遵守頂けない場合、イベントへの参加を取

り消し、又は途中退場を求めることがあります。 

（１）以下に該当する場合は、参加をおやめください。イベント当日は、これらに該当しないことを、書面等で

確認させて頂きます。 

 イ)体調がよくない場合 

 ロ)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

 ハ)過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は

当該在住者との濃厚接触がある場合 

（２）マスクを持参し、会場での滞在時は常時着用してください。運動中のマスクの着用は、基本的に参加者自

身の判断によりますが、人混みが予想される場所など、主催者が別途着用を指示する場合は従ってくださ

い。 

（３）イベント当日、以下の情報について提出をお願いします。 

 イ)氏名、年齢、住所、連絡先（電話番号） ※事前申込情報から変更がある場合 

 ロ)イベント当日の体温 

 ハ)イベント前２週間における以下の事項の有無 

 ○平熱を超える発熱 ○咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 ○だるさ（倦怠（けんたい）

感）、息苦しさ（呼吸困難） ○嗅覚や味覚の異常 ○体が重く感じる、疲れやすい等 

（４）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。 

（５）他チームの参加者やスタッフ等、一般市民との距離（できるだけ 2mを目安に（最低 1m））を確保してく

ださい（同居家族、障がい者等の介助を行う場合を除く）。 

（６）チームメンバーとのミーティングにおいても、三つの密を避け、適切な距離を確保してください。 

（７）イベント中に大きな声で会話、応援等を行わないでください。 

（８）運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力避けてください。 

（９）タオルの共用は行わないでください。 

（１０）飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離をとって対面を避け、会話は控えめ

に行ってください。 

（１１）飲みきれなかったスポーツドリンク等を放置せず、また指定場所以外に捨てないでください。 

（１２）イベントへの行き帰りにおいても、三つの密を避け、マスクを着用するなどの感染対策に十分に配慮し

てください。 

（１３）イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃

厚接触者の有無等について報告してください。 

（１４）感染防止のために主催者が決めたその他の措置や指示に従ってください。 
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