第２回にちなんロゲイニング大会

プログラム
日時

2018 年 10 月 21 日（日）午前 9 時 30 分競技開始 ※雨天決行・荒天中止

会場

日南町阿毘縁［あびれ］地内（集合場所：旧阿毘縁小学校 住所：日南町阿毘縁 1238-1）

主催

にちなんロゲイニング大会実行委員会

共催

阿毘縁むらづくり推進協議会

後援

日南町観光協会

協力

島根県オリエンテーリング協会
歴史ロマンあふれる阿毘縁高原の新たな魅力を感じてほしいとロゲイニングを開催します。上級者か

主催者より

ら初心者の方まで十分楽しめるようにチェックポイントを設定しました。高得点を求めて直感的に走るの
もよし、地図を見てじっくりルートを考え、マイペースでハイキング感覚で楽しむもよし。当日は一人一人
が日南の秋と歴史を感じてロゲイニングを楽しまれることを期待しています。

クラス

男子の部

高校生以上の男性のみのチーム

女子の部

高校生以上の女性のみのチーム

混合の部

高校生以上の男女混合チーム

家族の部

中学生以下と 20 歳以上を含むチーム

１チーム２名～４名

ロゲイニングとは、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（以下ＣＰ）を自由
ロゲイニングとは

に回る競技です。ＣＰ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ＣＰを回る必要はありません。一般的に、難易度の高いＣＰは高得点になっています。ゴール
時間に遅刻すると減点されます。

松江・米子・鳥取方面から
山陰自動車道「米子西 IC」から
約 40 分（約 30km）
アクセス方法

広島方面から

（自動車）

中国自動車道「東城 IC」から
約 1 時間（約 55km）
岡山方面から
中国自動車道「新見 IC」から
約 1 時間（約 45km）

当日配布する
地図情報

【地図情報】 A3 版 1 枚、縮尺 1:20,000 ※国土地理院の電子地形図 1:25,000 を複製（複製承
認手続き中）承認番号 平 27 情使、第 576 号
【チェックポイント数】 40 ヶ所
8：00

受付

合計 790 点
受付にてチーム名を伝えて、ゼッケン、コントロールカード等が入った袋を受
け取って下さい。
緊急時の連絡用に携帯電話番号を一緒に登録してください。

出走の準備

お手荷物は各自（車内等）で管理してください。特に貴重品は、貴重品
預かり場をご利用ください。
主催者は貴重品預かり場以外の場による、大会中の盗難・紛失などにつ
いて一切の責任は、負いません。

タイム
スケジュール

9：00

開会式

ルールの説明や、注意事項などをご案内します。必ずお聞きください。

競技説明
9：15

地図配布
作戦タイム

9：30

スタート

12：30

ゴール

13：00 にゴールを閉鎖します。

13：00

表彰式

表彰式が終わり次第、スタッフの車にてスタート地点へ随時送迎いたします。

(0)プログラム掲示板
受付会場に設置しており、プログラムの追加や訂正事項など、新たなお知らせを行う場合がございますので、
大会の流れ

必ずご覧ください。
(1)スタート前
地図が全員に配られます。作戦タイムのあと、一斉にスタートです。
チェックポイントは、全部回る必要はありません。回る順番は自由です。

地図見本

(2)チェックポイントを目指して移動
時間内に、自分たちのペースで可能なポイントを選んで回りましょう。
チームメンバーは常に一緒に、30m 以内で行動して下さい。手分けして得点を集めることはできません。
自力（歩く、走る）以外の移動方法は認めません。
(3)ポイント獲得
チェックポイントに到着したら、番号を確認して、コントロールカードの同じ番号の欄にパンチします。
コントロールカードの違う欄にパンチすると、得点になりません。
・ チェックポイント番号 1～19 は、各 10 点
・ チェックポイント番号 20～29 は、各 20 点
・ チェックポイント番号 30～39 は、各 30 点
・ チェックポイント番号 40 は、100 点
チェックポイント見本

チェックポイント

パンチング

(4)ゴール
制限時間である 12:30:00 までにチーム全員揃ってゴールして下さい。
合計得点が高い順に、順位がつきます。同点の場合は、先にゴールしたチームが上位です。
制限時間を過ぎると、1 分につき 20 点の減点です。
（例：制限時間 12:30:00 です。12:30:01～12:31:00 にゴールした場合、ー 20 点。
12:31:01～12:32:00 にゴールした場合、ー 40 点。以降さらに減点）
※10 分以上の遅刻が予想される場合は、本部へご連絡下さい。（地図内に記載）
※棄権や失格のチームも、必ずゴール地点のスタッフにコントロールカードを提出してください。


本大会では、地図上の道を通行してください。（道を外れた区域には、イノシシ等を捕獲する「電気
柵」が設置されている箇所があります）

競技上の注意


地図上で道がある場合でも、現地で通行禁止になっている場所は通行しないでください。



地図に書いていない道でも、明らかに通れる道は通行しても構いません。現場の社会常識にあわせて

通行してください。


本大会は地域の方のご協力を得て行われるイベントです。競技エリアは貸し切りではありません。交通
ルールを守る、寺社仏閣は走らない、畑・民家などの私有地には入らないなど、マナーを守ってご参加下
さい。



通過が難しいと感じたら、作戦変更も検討しつつ、3 時間を安全に・慎重・有効にお使い下さい。



競技エリア内の危険・立入禁止箇所には、赤色で地図上に示しています。



給水・食糧は参加者で準備をしてくだい。



競技途中のお店、自動販売機などで飲料、食糧の購入は自由ですが、このエリア内で購入できるお
店、自販機は非常に少なく限られています。



ロゲイニングには潜在的危険があります。主催者側は万全の安全管理に努めますが、参加者も各自交
通安全やケガ、健康に留意してください。他の競技者、自然環境、地域の方に配慮して競技を行ってく
ださい。



競技エリア内には交通量の多い箇所もあります。必ず歩道を使い、交通安全に努めてください。



万が一怪我等の障害があった場合には、緊急時連絡先（地図内に記載）に携帯電話等で連絡を
入れてください。傷害保険に加入している範囲での対応をいたします。

□ ※携帯電話（当日連絡用）番号を受付に登録してください。
□ ※時計
□ ※コンパス（方位磁石）当日、無料で貸し出します。（紛失の場合は 2,000 円を頂戴します）
□ ※ホイッスル（緊急連絡用として。当日受付にて 1 個 110 円で販売します）
□ ※熊鈴（1 チーム 1 個を無料で貸し出します）
※印は、必須ですので必ず携帯してください。
持ち物

以下は、あると便利なアイテムです。
□ 筆記用具
□ 防寒着、雨具
□ レスキューセット
□ ファストエイドセット
□ 予備バッテリー（携帯用）
□ 保険証（コピーでも可）
□ 飲み物・補給食（途中で購入 OK ですが、お店、自販機はあまりありません）


緊急搬送が必要な事故が発生した際には、その場から 119 番通報を最優先にしてください。その後、
必ず大会本部の緊急連絡先（地図内に記載）にも連絡をしてください。



この他に、自力で対処できないケガ等をした場合にも、緊急連絡先（地図内に記載）に電話をしてく
ださい。傷害保険に加入をしている範囲での対応をさせていただきます。

緊急時の対応に
ついて



競技エリア内はキャリアによって電波の弱い所があります。通話エリアに移動して連絡をしてください。



ホイッスルなど音を出して、救助を待ってください。
救援を呼ぶ時きは、長音で６回連続して吹鼓してください。
ピ― ― ― ― ― ― （少し間を開けて）ピ― ― ― ― ― ―



車でパトロール巡回をしています。本部と連絡を取り急行させますが、存在がわかるように音を出してくだ
さい。

その他注意事項



競技中ケガ人等を見つけたら救助を優先し、緊急連絡先（地図内に記載）にも連絡をしてください。



参加者は、良好な健康状態でご参加ください。



主催者は大会中の傷病や事故などに際し、一切の責任を負いません。



万一の事態に備えて、健康保険証（コピーも可）の持参をお勧めします。



主催者で、簡易的な団体保険に加入をしていますが各自で必要な傷害保険、賠償保険等に加入さ

れることをお勧めします。


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。



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
は主催者に帰属します。

表彰・参加賞
大会特典



私有地、立ち入り禁止区域には絶対に立ち入らないでください。



ごみは、各自お持ち帰りください。



大会参加に関わる宿泊交通費等の費用についても主催者は責任を負いません。ご了承下さい。



大会の中止判断は前日、実行委員会が決定し、代表者へ連絡を行います。

各クラスの上位チームには賞状と賞品を授与します。
また参加者全員に、参加賞をご用意しています。
抽選会もあります！

参加クラス

チーム名
I Love 日南
足羽遅い

男子の部

グリーンヒルズ日原 B
Nikko

女子の部

こころ旅
大宮 SK
グリーンヒルズ日原 A

参加チーム名簿

混合の部

どげ？
農村組
やまびこファーム 510
加藤家御一行
小松家ウォーキング部
タカ＆ヒロ

家族の部

とうさん
のんちゃん
ミミ
ゆったりはやい

＜問い合わせ先＞にちなんロゲイニング大会実行委員会 事務局
〒689-5292

鳥取県日野郡日南町霞 800

日南町役場 日南町観光協会内
＜TEL＞ 0859-82-1715
＜FAX＞ 0859-82-1478

