
フォトロゲイニング日の出 2014 要項 

 

 
～JOA Navigation Games 2014 第 3 戦～ 

【大会名】 フォトロゲイニング日の出 2014 【開催日】 2014/4/6 (日) 

【会場】 語らいとふれあい広場（屋根付きゲートボール場） 東京都西多摩郡日の出町大久野 1689-4 

【公式サイト】 http://treknao.com/main/photorogaining/hinode.html  

【お申し込み】 2/20～3/31 スポーツエントリー（http://www.sportsentry.ne.jp/）、先着順。別途町民枠あり。 

クラス 定員 カテゴリー 参加資格 大人 1 名 子供 1 名 

5 時間  50 チーム 男子 男子のみ、16 歳以上のメンバーを含む 2,000 円 500 円 

女子 女子のみ、16 歳以上のメンバーを含む 2,000 円 500 円 

混合 男女混合、16 歳以上のメンバーを含む 2,000 円 500 円 

家族 16 歳以上と 15 歳以下のメンバーを含む 2,000 円 500 円 

3 時間 50 チーム 総合 

*特別賞多数！ 

16 歳以上のメンバーを含む 2,000 円 500 円 

【主催】 TREKNAO 【後援】 日の出町 日本フォトロゲイニング協会 東京都オリエンテーリング協会 

【協賛】 日の出町サービス総合センター（株） 生涯青春の湯つるつる温泉 日本和紙造形研究所 みやび工房大多摩うまいもの館  

【協力】 日の出町商工会 日の出町観光協会 日の出町観光ガイドの会 【問合先】 event@treknao.com 

■概要 

フォトロゲイニング（Photo Rogaining）とは、地図をもとに、時間内にチェックポイントを回り、得点を集めるスポーツです。チェックポイントを回った記録とし

て、一覧と同じ写真を撮影します。参加者は、制限時間内に出来るだけ高得点になるようにチェックポイントを回ることを目指します。自由度の高い競技であり、

チェックポイントと得点が設定された地図を元に、制限時間内に可能なルートを自分で考えます。全部のチェックポイントを回る必要はありません。フィニッシュ

時間に遅刻すると減点です。観光名所で写真撮影♪ランニングでも、ウォーキングでも参加できます。本大会では、上位チームおよび主催者の任意で写真確

認を行います。 

初めてナビゲーションスポーツへ興味を持つ方のために、「読図とルールのご案内所 」もあります。初めての方、大歓迎！  

ルールの詳細は、日本フォトロゲイニング協会（http://photorogaining.com/）をご覧ください。 

■タイムテーブル 

8:00   駐車場オープン 

8:30～        受付開始 

9:30   開会式・競技説明・地図配布 

10:00    スタート 

13:00         3 時間：フィニッシュ 

13:30       3 時間：表彰 

15:00         5 時間：フィニッシュ 

15:30       5 時間：表彰 

http://treknao.com/main/photorogaining/hinode.html
http://www.sportsentry.ne.jp/
mailto:event@treknao.com
http://photorogaining.com/
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■競技情報 

【クラス】 5 時間（男子・女子・混合・家族）／3 時間（総合） 

【参加】 2-5 人のチーム *チームごとのエントリーです。代表者がメンバーの情報も合わせてお申込み下さい。 

【使用地図】 A3 版 1 枚、縮尺 1:25000、等高線間隔 10m （国土地理院 電子地形図 25000 を加筆修正）、解

説付きチェックポイント写真一覧を添付 

【チェックポイント数】 約 40 ヶ所 

【遅刻時の減点】 秒単位切り上げで 1 分毎に-20 点 

例）制限時間 14:00:00 で 14:00:01～14:01:00 にフィニッシュした場合、-20 点。以降さらに減点 

■会 場 

語らいとふれあい広場（屋根付きゲートボール場） WEB 地図 http://goo.gl/maps/1ZBnM  

東京都西多摩郡日の出町大久野 1689-4 
【徒歩】JR 五日市線 武蔵五日市駅から 1.6km 徒歩 22 分 

【公共交通機関】(1) JR 五日市線 武蔵五日市駅からバス。「福生駅西口」行・「つるつる温泉」行で 2 分。「大久野中学校」バス停で下車 170 円 (2)JR 青

梅線 福生駅西口からバス。「武蔵五日市駅行」行で 28 分。「大久野中学校」バス停で下車 440 円。 

【駐車場】無料 会場から徒歩約 5 分、3 箇所、計 80 台。8 時～17 時。大会前にメールでご案内します。 

※会場付属の駐車場は、関係者専用のためご利用頂けません。ご了承下さい。 

会場付近に TREKNAO の旗を掲示します。更衣室、荷物置場を設置しますが、貴重品は各自でお持ちください。 

■持ち物 

◇参加者が用意するもの 

□携帯電話 □デジタルカメラ（携帯のカメラでも可） □時計、電卓、筆記用具 □コンパス（レンタルもありま

すが数に限りがあります） □天候に応じて防寒着、雨具 □食べ物、飲み物 □保険証 □レスキューセット □予

備バッテリー 

◇受付で渡すもの 

□参加賞（つるつる温泉 入浴割引券）など 

◇フィニッシュ時に渡すもの 

□結果提出用紙 

■注意事項 

郵送による案内はありません。立入禁止（地図上の赤の縦線または赤の×）には入らないで下さい。本大会は競技専用のエリアではなく、町で行われます。交通ルールの厳

守、山野や道路へのゴミ捨て禁止、寺社仏閣の境内・衝突の危険がある場合は走らないなど、ご配慮をお願いします。守られない場合、主催者の判断により出走を禁止する場合が

あります。天候などにより中止する場合でも参加費の払い戻しは行いません。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。本

大会には、怪我・病気につながる事故が発生する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、参加者の皆さまも安全管理に一定

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。また、不慮の事故が発生し、医療機関での治療が必要となった場合は、大会運営者が加盟の傷害保

険の範囲内で対応させていただきます。ただし、既往症の発病に関しては保険の適用はありません。イベント中に撮影した写真をイベントの紹介に利用する場合があります。フォト

ロゲイニング®の実施にはガイドラインがあります。詳しくは日本フォトロゲイニング協会（http://photorogaining.com/）にお問い合わせ下さい。 

http://goo.gl/maps/1ZBnM
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■フォトコンテスト 

 
2013 年度大賞・池田将「春（はる）をつかめ！」 

 

【企画名称】 フォトロゲイニング日の出 2014・フォトコンテスト 

【主催】 TREKNAO 【協賛】 日の出三ツ沢つるつる温泉 【問合先】 event@treknao.com 

■テーマは大会当日に発表します。 

【参加資格】 フォトロゲイニング日の出 2014 参加者 

【撮影期間】 参加中の写真 

【応募期間】 大会後一週間 

【発表】 5 月末までに本人に通知、TREKNAO ウェブサイトに掲載、つるつる温泉に掲示します。 
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【応募方法】 

l メールに添付して送付してください。 

l メール 1 通につき、添付する写真は 1 枚(3MB 以内)でお願いします。 

l 件名は「日の出フォトコンテスト」としてください。 

l 本文に、住所、氏名、年齢、題名(要フリガナ)、撮影場所を記載してください。 

l 応募点数は、1 人 1 点です。 

【宛先】 event@treknao.com 

■賞 

大賞 １点 賞状・温泉の湯治プランペア利用券・副賞 

特選 １点 賞状・温泉入浴券１２枚つづり・副賞 

入選 ３点 賞状・副賞 

 

本人に通知後、発送致します。 

■展示 

 つるつる温泉館内に受賞作品及び応募作品を展示致します。 

■注意事項 

作品の著作権は応募者本人のものとしますが、作品の使用権は主催者（TREKNAO）が所有するものとします。入賞作品は、印刷物や WEB ページ等で、使用させていただく場合があ

ります。他人の著作権や肖像権を侵害する行為があった場合の責任については一切負いかねます。またその際には入賞を取り消す場合があります。応募の際に提供いただく個人

情報は、本コンテストの運営、賞品の発送以外の目的には使用いたしません。 


