信州安曇野ロゲイニング２０１８ プログラム
１．開催概要
●開 催 日 ２０１８年 ４月 ７日（土）＊雨天でも決行します。
●集合場所 安曇野市役所４階 東側入口からお入りください。
住所：〒399-8281 長野県安曇野市豊科 6000 番地
電話：０２６３－７１－２０００（ナビ設定用・問合せ不可）
●緊急連絡 大会本部電話：０８０－１３５５－０３７５ 担当：松島

２．会場案内

安曇野市役所

小柴屋（交流会）
豊科駅

菊の湯
●電車：ＪＲ大糸線豊科駅より 700m
●自家用車：長野道安曇野ＩＣより約２km 市役所駐車場をご利用ください。（無料）
●近隣の入浴施設：菊の湯 安曇野市豊科 4492-18 大人 380 円 小学生 150 円
●交流会会場：小柴屋 安曇野市豊科 4911

３．重要事項
●この競技は一般の交通ルールや社会マナーを守った上に得点ルールを重ねたものです。交通ルールを守
り、安全に競技してください。
●安曇野市の４月初旬の平年気温は最高 16.0 度、最低 2.2 度です。季節柄低温や降雪の可能性があります
ので、十分な防寒対策を準備願います。
●救急搬送が必要な事故が発生したときは、その場から 119 番通報してください。携帯電話にある GPS 情報
が救急本部に通知されます。そのあと大会本部に知らせてください。
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４．競技の流れ
9:00 講習会受付

場

9:30 ロゲイニング講習会

希望者対象（～11:00 まで）

10:30 受付開始

場

所 安曇野市役所４階
所 安曇野市役所４階

提出物 携帯電話番号申告書
配布物 ・得点申告用紙 1 枚/チーム ポリ袋／人数分
更衣室 安曇野市役所 4 階会議室を男女更衣室として使用
・競技中は更衣室に荷物を置いていくことができます。
・貴重品は必ず携帯してください。
・盗難・紛失などの責任は負いかねます。
11:30 開会式

開会のあいさつ：主催者より
競技の説明：プログラムを読んできていただいていることを前提に、変更点
と注意点のみの説明とします。

11:45 地図配付

地図とコントロール位置説明を１人 1 枚配布します。

11:55 スタート場所へ移動

玄関前

11:57 写真撮影

玄関前

12:00 スタート

玄関前

15:00 フィニッシュ

玄関前

得点集計

フィニッシュしたら速やかに得点を集計し、フィニッシュ受付へ集計用紙
を提出して確認を受けてください。

ふるまい

フィニッシュ時に信州サーモンコロッケバーガー、スープと飲料の提供が
あります。

15:45 表彰式

各クラス上位３組を表彰します。
仮賞状及び賞品をお渡しします。
その他特別賞もご用意しています。

16:15 終了
18:00 交流会

豊科駅前 小柴屋

（19:30 頃終了予定） ・会費 5,000 円

＊朝受付時にお支払いください。

・〆にはご当地グルメの林檎ナポリタンをお楽しみください。
・事前に申し込まれた方に限りますが、追加で参加を希望される方は前日ま
でに事務局あてメールでお申し込みください。
安曇野市観光交流促進課<kankokoryu@city.azumino.nagano.jp>

５．競技の説明
■競技の概要
・フィールド内に３０箇所のコントロール（目標場所）を設定します。それぞれのコントロールを通過すると
得点が与えられます。３時間の制限時間内にどれだけの得点を得ることができるかを競います。
【最低得点：３１点】【最高得点：１５１点】【すべてのコントロールの得点総合計：2000 点】
・制限時間に間に合わなかった場合は、超過時間 1 秒から 60 秒まで 100 点の減点となります。その後 1 分超
過するごとに 100 点ずつ減点されます。
・コントロールを示す地図を配布します。地図を見ながら、作戦を考え、自分たちの力で巡ってください。
・通過証明方式は、デジタルカメラ（携帯電話のカメラ機能も可）の写真撮影によります。
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・この競技は一般の交通ルールや社会マナーを守った上に得点ルールを重ねたものです。交通ルールを守り、
安全に競技してください。
・チームメンバーはスタートしてからフィニッシュするまで必ず一緒に行動してください。原則としてすべて
のメンバー間の距離が 30m 以内になるように行動してください。
（肉声が届く範囲を目安としています）
■フィールド
・安曇野市 【広さ 南北方向に約４km 東西方面に約５km】
【標高 最低標高５４０m 最高標高：９１２m】
■デジタル写真撮影による通過証明方式
・地図と合わせて、コントロール位置説明（特徴物の写真付き）を配布します。
・この特徴物の前でメンバーを入れてデジタルカメラで写真撮影することで、通過証明とします。ソロ参加の
かたは、特徴物の撮影のみとしてください。
・フィニッシュ後、通過箇所の確認を行います。競技中に撮影した写真がすぐに確認できるモニター表示画面
をもったカメラを準備してください。
・コントロール設定された場所には、位置説明に示された特徴物があるだけです。主催者はこの競技のための
特別な器具は設置していません。
■競技中の移動手段
・移動手段は歩行または走行とします。電車・バスの利用は認められません。
■給水・給食
・給水所は特に用意しません。飲料・補給食は参加者にて準備願います。
■禁止事項
・地図に書いてある道以外を通行すること
・競技を中断し、無連絡で帰宅すること
・競技中にゴミを捨てること
・金属ピン付シューズを使用すること（木道の保護）
・競技時間を 30 分以上超過すること
・携帯電話などの連絡手段を持たず出走すること
・指定された以外の移動手段を使用すること
・ペットなど動物を連れて競技すること
・チームメンバー以外の者の補助を得ること
・チームメンバーが別れて行動すること（緊急時を除きます）
■許可事項
・ナビゲーション補助用具は使用できます。（コンパス、GPS、高度計、距離計など）

６．装備
■参加者に必ず準備いただく装備
・携帯電話：チームに１台用意してください。緊急連絡用です。電池切れを起こさないよう、充分な充電と余
裕のある使用方法をお願いします。当日の受付時に携帯電話番号申告書を提出していただきます。
・モニタ画面つきデジタルカメラ：携帯電話、スマートフォンでも構いません。
・健康保険証：万一のために必ずご持参ください。
（コピー不可）
■参加者に準備いただく装備
・コンパス：参加者でご用意ください。
・ペン：競技が終了した後、得点の申告に使用します。
・ファーストエイドキット、水、行動食、雨具、お金など
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・服装：濡れたり汚れたりしてもよい服と靴でご参加ください。
■主催者が受付時に配布するもの
・携帯電話番号・参加メンバー申告書と引き換えに、下記セットをチーム毎に渡します。この引き換えが参加
確認を兼ねています。他のチームのセットはお渡ししません。
・得点申告用紙：1 枚/チーム 競技終了後に記入して、受付に提出ください。
・チャック付ポリ袋：各 1 枚/人 地図やコントロール位置説明の防水に利用ください。
■主催者がスタート 15 分前に支給するもの
・地図：１人１枚
・コントロール位置説明：１人１枚
返却は不要です。

７．地図の説明
■体裁
・サイズ A4 １枚 / 縮尺 1:25,000 / 等高線間隔 10m
・地図は、国土地理院発行の 25,000 分の 1 地図を基本に修正をおこなったものです。
■磁北
・地図の上側が磁北になるように作成しています。真北とは約 7 度傾いています。
■通っていい場所
・地図に書かれた道を通ってください。
・地図上では道があるのに、現地で通行禁止になっている場所は通らないでください。
・「地図の表現能力は有限であること」を許容した競技と、ご理解ください。

８．ロゲイニング講習会
プロデューサー木村が講師を務める、初心者向けの無料講習会です。「ロゲイニングをやってみたいけど、
よくわからない」
「地図の読み方を知りたい」
「どうすればもっと得点アップできるか知りたい」皆さんの疑問
にお答えします。
■スケジュール
09:30 オリエンテーション／ロゲイニング競技の流れ／地図読みの基本
09:50 フィールドワーク／30 分間のミニロゲイニング体験
10:40 戦略立案の基本／Q＆A
11:00 終了

９．交流会
有志による参加者・主催者同士の交流会を行います。お気軽に参加してください。アウトドアスポーツの
愛好家同士で語りましょう。プロデューサーが当日の競技について講評します。また上位者の戦略やルート
なども聞いてみましょう。
■内容
・日時：2018 年 4 月 7 日（土）18:00 開始
・場所：小柴屋 安曇野市豊科 4911 0263-72-2201
・費用：5,000 円（予定）当日朝の受付時にお支払いください
・〆にはご当地グルメの林檎ナポリタンをお楽しみください
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10．その他
■競技中止の方針
・最終的には競技責任者が現場で判断します。
・競技中止の場合も参加者個別への通知は行いません。現地でのアナウンスのみとします。電話での個別の問
い合わせがあったときは対応します。
・中止判断の基準：競技エリアに気象上の警報が発令されているとき。
・競技が中止になった場合でも参加費の払い戻しは行いません。
■写真・映像記録提供のお願い
・本大会の様子を撮影した写真、動画の提供にご協力ください。大会報告資料、その後のプロモーションに使
用させていただきます。次のメールアドレスまでお送りください。kimura@orienteering.com （木村佳司）
■シリーズ戦対象大会
・ナビゲーションゲームズ 2018 のシリーズ戦対象大会となります。本大会の結果に従ってシリーズポイント
が得られます。ナビゲーションゲームズ 2018 は日本オリエンテーリング協会がとりまとめるロゲイニング
のシリーズ戦です。
■免責事項
・参加者は良好な健康状態で参加してください。
・万一事故等が発生した場合、主催者が加入している傷害保険の範囲内及び現場での応急処置以外の責任は負
いません。
・悪天候、自然災害の発生等により大会を中止する場合があります。その際参加費の払い戻しはできません。
・大会中の映像や写真をラジオ、テレビ、新聞等のメディア及び主催者ホームページ等へ使用する権利は主催
者に属します。
・大会会場における事故や盗難等について、主催者は一切の責任を負いません。

信州安曇野ロゲイニング２０１８
主催：信州安曇野ロゲイニング実行委員会（構成団体／安曇野市、安曇野市観光協会、安曇野市商工会）
共催：㈱未来図
協力：日本オリエンテーリング協会、長野県オリエンテーリング協会
プロデューサー：木村佳司（長野県オリエンテーリング協会）
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