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～スポーツしながら観光する。 剱岳のまちで大冒険!?～ 

【大会名】 第３回フォトロゲイニング®上市まちのわ 2017  【開催日】 2017/10/9 (月)祝日 

【公式サイト】 http://kami1tabi.net/event/20171009000000.html 

クラス カテゴリー 参加資格 

5時間  男女混合 男女各１名以上で組まれたチーム 

男子 男子のみで組まれたチーム 

女子 女子のみで組まれたチーム 

3時間 一般 男女各１名以上で組まれたチーム 

ファミリー 中学生以下の子ども最低１名を含むチーム 

※中学生以下のみのエントリーは不可。保護責任者又は

引率責任者（成人）の方をチームに含む。 

【主催】 上市町、上市まちのわ推進協議会  

【後援】 上市町観光協会、上市町教育委員会、上市町工場協会、上市町商工会、日本フォトロゲイニング協会 

【協賛】 アロマセレクト、池田畜産、㈱池田模範堂、㈱碓井製作所、㈱内山精工、（一財）上市町健康文化振興財団、上市ショッピングタウンパ

ル、北アルプス吹奏楽団、㈱国際電気セミコンダクターサービス、酒井建設㈱、㈱サンリッツ、新越部品㈱上市工場、㈱東洋電制製作所、

日本海味噌醤油㈱、富士化学工業㈱、㈱細川機業、マルマス機械㈱、米井建設㈱、㈱ロキテクノ（50音順） 

【監修】 伊藤奈緒（日本フォトロゲイニング協会代表・TREK NAO代表） 【問合先】 s.shoukou@town.kamiichi.toyama.jp 

■会 場 

北アルプス文化センター（受付／フィニッシュ） 

〒930-0353 富山県中新川郡上市町法音寺 1 

 

【徒歩】 富山地方鉄道 本線 上市駅から 900m 徒歩約 12分 

【公共交通機関】 (1) 富山地方鉄道 本線 電鉄富山駅より上市駅まで約 25

分（特急約 16分） 駅から徒歩約 12分 (2) 富山地方鉄道 本線 上市駅下車

後、町営バス『保健福祉総合センター』行で、「上市駅前」バス停から「上市町役

場」バス停で 3分＜200円＞。 

【車】北陸自動車道 立山 ICより約 5分／北陸自動車道 滑川 ICより約 10分 

【駐車場】 上市町役場の駐車場を無料開放、会場から徒歩約 1分、2箇所で

計 120台程。8時～17時。スタッフの誘導に従い駐車して下さい。 

※会場である上市町文化研修センターの駐車場は、スタート・フィニッシュ地点

になっているためご利用頂けません。ご了承下さい。 

   

北アルプス文化センター 

http://kami1tabi.net/event/20171009000000.html
mailto:s.shoukou@town.kamiichi.toyama.jp
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■タイムテーブル 

【タイムテーブル】 

 8:10 受付開始／開場 

会場の 2Fが受付になります。チーム代表の方がお越しください。荷物はそのまま置いて、出走できます。取り違えに注意し、貴重品は各自でお持ちくだ

さい。更衣室を 2Fにご用意します。場所は受付奥、女性用第 2楽屋、男性用は第 3楽屋になります。 

 9:20 開会式・競技説明・地図配布～作戦タイム 

10:00  5時間クラススタート  

10:05  3時間クラススタート 

 

<3時間クラス> 

13:05 フィニッシュ  

13:20  ～催し物～20' 北アルプス吹奏楽団演奏 

13:40  結果速報の掲示 

13:45 表 彰 35' 

14:20 表彰式終了 

<5時間クラス> 

14:40 (5h フィニッシュ待機) 

15:00 フィニッシュ  

15:15  ～催し物～20' 北アルプス吹奏楽団演奏 

15:35  結果速報の掲示 

15:40 表 彰 35' 

16:05 表彰式終了 

 

■地図情報 

【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】 39 ヶ所 合計 1500 点 

■持ち物 

□天候に応じて防寒着 □雨具 （傘はＮＧ、カッパなどにしてください。）□補給食 □飲み物 □保険証以下はチームで一つ

ご用意ください。 

□携帯電話 □デジタルカメラ（携帯のカメラ、スマートフォンでも可）１チーム１台の使用とします。 

□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）□熊鈴 

※クマ出没情報がありますので、熊鈴や熊ベルなど音の鳴るものを必ずご持参ください。 
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■特記事項 

山エリアのチェックポイントに行くには、それぞれの体力、経験に応じた装備と、コース選びが重要となります。登山道では、

のぼり優先。ハイキングの方もいらっしゃいます。すれ違い・追い越しの時には、ひと声かけて、歩いて通過しましょう。安全に、

余裕を持ってお楽しみ下さい。熊ベルを必ずお持ちください。 

■フォトロゲイニングのルール 

★ 本大会では、基本的に、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｡通行可能な場合は地図に記載

します｡  

★ 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が、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、他に利用されている一般の方を優先する、畑・民家などの私有地には入らないなど、一般的

なマナーを守ってご参加下さい。 

★ 【特別ルール】 電車利用を可能としています。 

★仮装・コスチューム賞があります！！ 

(1)スタート前 

地図とチェックポイント一覧が全員に配られます。配布はスタートの約 20分前になります。配布後は作戦タイムになります。

その後、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。スタート 10 分前に、スタ

ート地点の北アルプス文化センター会場外へ移動して、スタートになります。 

(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。 

(3)写真を撮影（ポイント獲得！） 

チェックポイントに到着したら、一覧と同じ写真を撮ります。 

写真には、撮影者を除くチームメンバー全員が写るようにしてください。 （アングル的に不可能な場合は除く） 

(4)フィニッシュ 

制限時間内に、チーム全員揃ってフィニッシュして下さい。フィニッシュは北アルプス文化センター入り口です。 

合計得点が高い順に、順位がつきます。同点の場合は、先にフィニッシュしたチームが上位です。 

制限時間を過ぎると、1 分につき 50点の減点です。 

（例：制限時間 15:00:00で 15:00:01～15:01:00にフィニッシュした場合、-50点。以降さらに減点） 
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■フィニッシュから結果提出までの流れ 

(1)フィニッシュ 

時計を撮影し、写っている時刻をフィニッシュ時刻とします。 

※10分以上の遅刻が予想される場合は、緊急連絡先へご連絡下さい（チェックポイント一覧の下部に記載）。 

(2)スタッフにチーム名をお知らせ下さい。（帰還チェック） 

※棄権や失格のチームも、必ず帰還チェックは行ってください。または、緊急連絡先に必ずご連絡ください。 

(3)結果提出 

スタッフが、結果提出用紙をチームの代表に渡します。 

→ 北アルプス文化センター2Ｆ階に移動 

→ 結果を記入 

 参加者は、チーム名、回ったチェックポイント、フィニッシュ時間（カメラに写ったもの）を記入します。 

→ 写真確認 

 チームの代表者は、記入した結果提出用紙とカメラを持ち、スタッフの写真確認を受けて下さい。 

（フィニッシュ後 15 分以内に写真確認がない場合は集計対象外となります。） 

以上で、フィニッシュ後の流れは終了です。 

※アンケートの記入にご協力ください。引き換えにお茶をお渡しします。 

※待ち時間に、北アルプス吹奏楽団の演奏をホール内にてお楽しみください。 

【表彰】 

各クラス、カテゴリー上位３位までトロフィーやメダルを授与します｡副賞は上市町特産の里芋やお米､特産加工品の詰め合

わせなど｡上位入賞者以外にも飛び賞もあります。 

※今回も、仮装・コスチューム賞があります！！ 

【メディア、スタッフによる撮影】 

大会当日テレビ局や新聞メディアなどに取材いただく予定です。またスタッフが記録及び情報発信のために、スタートやフィ

ニッシュ、フォトロゲ中のみなさんを撮影します。 
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■大会規約 

本大会参加者は、下記内容を承諾したものとします。あらかじめご了承ください。 

1.大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。 

2.大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の内容の範囲内であることを了承します。 

3.心疾患・疫病等なく、健康に留意して大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。 

4.家族・親族、保護者(参加者が未成年の場合)、またはチームメンバー（代表エントリーの場合）は、本大会への参加を承諾しています。 

5.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止、参加料返金の有無・額等について、主催者の判断、決定に従います。 

6.大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。 

7.地域の協力で開催される本大会において、以下の条件を厳守します。  

・ 交通ルールを遵守します。 

・ 山野や路上、観光施設へのゴミ捨てを決してしません（ゴミはすべて持ち帰ります）。 

・ 神社や寺社境内、店舗、施設など、他の利用者に迷惑をかけないよう留意し、走りません。 

・ 指定された立入り禁止区域や民家の敷地、農耕地などの私有地、学校等への立ち入りや無関係な施設の通り抜けをしません。 

・ その他一般的なマナーを守ります。 

※ 以上を守れない場合は主催者の判断により失格等の決定に従います。 

8.大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。 

9.エントリー受付完了後、自己都合によるキャンセル・種目変更の場合、参加料の返金がないことに同意します。 

10.大会の映像・写真・記事・記録等において個人情報（氏名・年齢・性別・記録・肖像等）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ます。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。 

11.年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理参加）はいたしません。やむを得ない事情が発生した場合は主催者に連絡のうえ、その決定に従

います。それらが発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格はく奪等、主催者の決定に従います。また、主催者が虚偽申告・代理参加に対す

る救護・返金等一切の責任を負わないことを了承します。 

12.大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従います。また、その他、主催者の安全管理・大

会運営上の指示に従います。 

13.安全管理に一定の責任を負っている旨を理解し、安全な大会催行に協力します。万が一トラブルが発生した場合は、速やかに主催者に連絡します。 

14.上記の規約に定められていない事項が発生した場合、主催者の決定に従います。 

※本大会は、日本フォトロゲイニング協会が定めるガイドラインに則って実施します。詳しくは、日本フォトロゲイニング協会ホームページ

（http://photorogaining.com/）をご参照・お問い合わせください。 

 

【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、記

録発表（ランキング等）に利用いたします。また、主催者からの申込内容に関する確認連絡、及び番組制作に係る取材等での連絡をさせていただくことがあり

ます。 
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■前夜祭  どなたでも参加できます！！お待ちしております 

日時  平成 29年 10月 8日（日） 18：00～20：00 

 

場所  西中町商店街駐車場 

※雨天の場合 会場 カミール内 

上市町西中町 11 

内容  

出店 のっぺい風汁（ふるまい）、イノシシカレー、スモークチキンカレー、焼きそば、 

釜めし、里芋コロッケ、イカの鉄砲焼き、ビールほか 

ステージ  

・観光大使バンド 

・エネルギーマン 

・フォトロゲ、勝つため、楽しむための体験談、チェックポイント候補への想いほか 

 

  スケジュール（予定ですので、内容が変更することもございます） 

18：00   前夜祭開始   ・キックオフスピーチ  

18：05～18：25 

観光大使バンド（第 1部） 

18：30～18：40 

フォトロゲのススメ（発表） 第 1部 「前回３時間チャンピオン、チェックポイント応募者」 

18：45～19：05 

エネルギーマンショー 

※エネルギーマンからのプレゼント 

19：10～19：30 

観光大使バンド（第 2部） 

19：35～19：45 

フォトロゲのススメ（発表） 第 2部 「前回５時間チャンピオン、チェックポイント応募者」 

19：50～  抽選会（豪華景品） 

19：55～  前夜祭クロージング・明日もガンバロースピーチ 

20：00～  終了 

 

 


