第 6 回フォトロゲイニング®上市まちのわ 2020 プログラム
～スポーツしながら観光する。 剱岳のまちで大冒険!?～

★ 本大会では、さまざまな新型コロナウイルス感染症対策を行います ★
事前にプログラムをよく読んでご参加ください
【大会名称】

第 6 回 フォトロゲイニング®上市まちのわ 2020

【開催日】

2020 年 10 月 11 日(日) 雨天決行、荒天中止

【公式サイト】

http://kami1tabi.net/event/20201011080000.html

【フォトロゲ協会大会情報ページ】

https://photorogaining.com/event/2004/

【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
【監修】 伊藤奈緒（一般社団法人日本フォトロゲイニング協会）
【問い合わせ先】

フォトロゲイニング®上市まちのわ 2020 事務局(上市町役場 産業課内)
Tel:076-472-1111 MAIL:s.shoukou@town.kamiichi.toyama.jp

【重要】フォトロゲ®レポーターについて
感染症対策として非接触・迅速な運営をするために、来場の確認と集計にスマートフォンを利用します。詳しくは「フ
ォトロゲ®レポーターの使い方」の項目をご覧ください。スマートフォンの無いチームはヘルプデスクで対応します。
■会場（受付／スタート／フィニッシュ）
北アルプス文化センター 〒930-0353 富山県中新川郡上市町法音寺 1 TEL:076-473-1818
【アクセス】
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） 上市駅から 900m 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 10 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。
※会場である上市町文化研修センターの駐車場は、ご利用頂けません。ご了承下さい。

【更衣室】

[要項から変更]
★更衣室はご用意しません。あらかじめ動きやすい服装でご来場ください。

【荷物置き場】

開会式を行うホール内（★チームごとの指定席）に置いて出走できます。
ただし、貴重品は各自で必ずお持ちください。
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■会場レイアウト
受付～スタート

1階

受付～スタート

2階

2

フィニッシュ～集計 1 階

フィニッシュ～集計 2 階
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■種目
クラス

募集

カテゴリー

140 人

3 時間

（約 55 チーム）
60 人

6 時間

（約 25 チーム）

参加資格

ファミリー

中学生以下の子どもを含むチーム

一般

中学生以上で組まれたチーム

女子・混合

女子のみまたは男女で組まれたチーム

男子

男子のみで組まれたチーム

*必ず 20 歳以上の代表者をチームに含めてご参加ください。

■競技情報
【実施エリア】

会場を含む 7 ㎞×10 ㎞の範囲

【チェックポイント数】

39 ヶ所

【使用地図】

縮尺 1:25000、等高線間隔 10m、A3 版 1 枚（国土地理院 数値地図(国土基本情報)を加筆修正）、
解説付きチェックポイント写真見本一覧を添付

【特別ルール】

本大会は「歩く」「走る」のほか「富山地方鉄道本線」を使ってもいいというルールで行います。

【表彰】

各クラス・カテゴリの上位 3 チーム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｡その他、飛び賞、特別賞。

■タイムテーブル
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<6 時間クラス>
8:00

開場／受付開始 ※受付で地図を配布します

8:30

開会式
～ 準備ができた方から、速やかに屋外へ移動してください。カテゴリーごとに 5 分差でスタートします ～

9:00

女子・混合チーム スタート

9:05

男子チーム スタート

14:30 （フィニッシュ待機）
15:00 女子・混合チーム フィニッシュ
15:05 男子チーム フィニッシュ
15:30 表彰式
16:00 表彰式終了
<3 時間クラス>
★入れ替え制のため、開場時刻前の北アルプス文化センター来場はご遠慮ください。
9:10

開場／受付開始 ※受付で地図を配布します

10:00 開会式
～ 準備ができた方から、速やかに屋外へ移動してください。カテゴリーごとに 5 分差でスタートします ～
10:30 ファミリーチーム スタート
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表
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式

10:35 一般チーム スタート
13:00 （フィニッシュ待機）
13:30 ファミリーチーム フィニッシュ
13:35 一般チーム フィニッシュ
14:00 表彰式
14:30 表彰式終了
★終了後は 6 時間クラスとの入れ替えとなります。できるだけ速やかにご退場ください。
■持ち物
◇受付でお渡しするもの
・

ゼッケン（1 人に 1 枚）

・

本大会の地図・チェックポイント一覧・ルール（専用ビニール袋入り）（1 人に 1 枚）

・

大会プログラム

・

レンタルコンパス（希望者のみ）

・

指定席の案内

◇参加者が持参するもの
●大会規約への同意書・体調等の確認書（代表者へ事前に郵送します）
●マスク（会場内ではご着用ください）、手拭き用マイタオルなど
●天候に応じた防寒着、雨具、補給食、飲み物など
●保険証
[チームで用意するもの]
競技に使用するスマートフォンまたはデジタルカメラ１台、緊急連絡用の携帯電話、
筆記用具、電卓、コンパス（無料レンタルもご用意してい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、熊よけに音の鳴るものを必ずご持参ください。
[あると便利] カメラの予備バッテリー
[服装] 野外での行動に適した服・靴

◇フィニッシュ後にお渡しするもの
アンケート
◇アンケートと引き換えにお渡しするもの
参加賞、観光案内、フォトロゲ協会リーフレットなど
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■本大会のルール
フォトロゲイニングとは、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。
チームで行動し、チェックポイントでは見本と同じ写真を撮ります。
チェックポイントの数字がそのまま得点になり、より合計点の高いチームが上位です。
○ チェックポイントは、全部回りきれないようになっています。
○ どこを回る？どの順番で回る？それが、チームの”作戦”です。

（１）スタート前
○ 受付で地図とチェックポイント一覧が配られます。
○ ルールを読んでから地図を開けてください。スタートまで作戦タイムです。
○ 分からないことや確認したいことがあれば、2F「ルール質問」へお越しください。
○ 開会式のあとは、屋外へ移動してカテゴリーごとに 5 分差でスタートです。
（２）チェックポイントを目指して移動
○ チームメンバーは常に一緒に行動してください。手分けして得点を集めることはできません。
○ 地図に書かれた道を通り、道以外や私有地には立ち入らないでください。
交通ルールを守り、神社寺院の境内や衝突の危険がある場合は走らない、ゴミを捨てないなど、マナーを守って楽しく参加しまし
ょう。守られない場合、主催者の判断により失格とする場合があります。

（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、見本と同じ場所で写真を撮ります。
○ 撮影者を除くチームメンバー全員を写しましょう。
○ 基本はチームに１台、同じカメラで撮影してください。
写真が見本と著しく違う場合や、チームメンバー全員が写っていない場合は、得点になりません。

（４）次のチェックポイントへ移動
○ 以上を繰り返して、得点を集めます。
（５）フィニッシュ
公式時計を３台用意します。
○ 制限時間内にフィニッシュし、公式時計と撮影者を除くチームメンバー全員を撮影してください。
○ 同点の場合は、先にフィニッシュしたチームが上位です。
○ 遅刻すると、秒切り上げで 1 分につき 50 点の減点です。
（例：制限時間 13:30:00 で 13:30:01～13:31:00 にフィニッシュした場合-50 点。以降 1 分ごとに-100，-150…）
公式時計が混み合った時は譲り合い、速やかに撮影しましょう。
大幅な遅刻・リタイア時は、本部へご連絡ください（チェックポイント一覧の下に記載）。30 分以上遅刻すると失格です。

（６）スコアの提出
①スマートフォンのあるチームは、ホールの自席に移動し「フォトロゲ®レポーター」でスコア（回った順のチェックポイント、
カメラに写ったフィニッシュ時刻）を送信してください。
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②スマートフォンのないチームは、2F「ヘルプデスク」で紙のスコアシートを受け取り、記入・提出してください。
★今回は、全チームの写真チェックは行いません。ただし、不審な点があった場合は呼び出してチェックを行います。
フィニッシュ後 15 分以内にスコアの提出がない場合は集計対象外となります。

結果速報 「フォトロゲ®レポーター」でご確認ください。後日公式サイトでも発表します。
コンパスを返却 レンタルした方は忘れずにご返却ください。
本大会の移動
「歩く」「走る」のほか「富山地方鉄道本線(新宮川～相ノ木)」を使ってもいいというルールで行います。
※割引価格（大人 100 円、小人 50 円）で利用できます。ゼッケンを駅員さんにお見せください。
★駅、車内はマスクを着用し、大声での会話はお控えください。
特別な注意
① 一部に、舗装されていない足場の悪い道があります。すれ違う際は譲り合って、十分にご注意ください。
② 撮影位置や入口が分かりづらいポイントで、目印（黄色いノボリ）を置いた場所が２か所あります。（当日配布のルー
ルに詳しく記載）
この他、質疑応答の共有などがありますので、開会式には必ずご参加ください。


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。



地図上で道が書いてあっても、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｡



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。

【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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■フォトロゲレポーターの使い方
＊操作はチームに 1 台のみ行ってください。
＊ウェブブラウザを使用します。事前のアプリインストールは不要です。

1. 来場～スマートフォンでのチェックイン～受付

✓
① 受付時間内に来場
② 会場に掲示されている QR コードを読み込み「フォトロゲレポーター」にアクセス
③ ゼッケン No.と、パスワード（申込時の代表者連絡先の下 4 桁）で[チェックイン]
④ 体調などの確認書が表示されます。
→内容を確認し、問題が無ければチェック☑を入れて[確認しました] 送信
⑤ 「チェックイン完了」画面を受付に掲示して、配布物をお受け取りください。
＊スマートフォンが無いチームはヘルプデスクにお越しください。
＊申込情報からの変更がある場合は、ヘルプデスクにお越しください。
＊フィニッシュ前のスコア入力はできません。

2. スタート～競技中～フィニッシュ
フォトロゲの競技時間中は、フォトロゲレポーターを利用しません。
一般的なフォトロゲのルール通り、スマートフォンまたはデジタルカメラなどで
チェックポイントおよびフィニッシュの時計の撮影を行ってください。
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3. スコアの提出

① フィニッシュしたら、
「フォトロゲレポーター」に再度チェックインし、[スコア入力に進みますか？]をタッ
プ
② 回ったチェックポイント、フィニッシュ時刻を入力（獲得点は自動計算されます）
③ 内容に間違いないことを確認したら送信
【注意】スコアの提出は 1 回のみです。送信後の修正はヘルプデスクにお越しください。
＊スマートフォンが無いチームはヘルプデスクにお越しください。（紙提出）
＊本大会では、従来の「帰還チェック」
「用紙の記入」
「全チームの写真チェック」は行いません。ただし、主催
者が必要と判断した場合は、呼び出してチェックする場合があります。
＊フィニッシュ後にスコア入力ができない場合は、画面を更新するか、一度画面を閉じて、再度 URL にアクセ
スしてチェックインしてください。
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4. 結果速報
クラス・カテゴリーごとに、スコアを提出したチームの順位と、未提出のチーム数が表示されます。
[欠席][棄権][失格][体験]などのチームは「その他」タブに表示されます。
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■エントリーリスト
ゼッケン No.

チーム名

『メッセージ！』

3 時間 ファミリー
3101

やまさんズ

『目指すは一位！』

3102

いちふみらんらん

『連覇を目指します』

3103

いちふみるんるん

『上市を楽しみます』

3104

なべ魂

『ゆっくり急ごう！』

3105

リングフィッター

『子供に、頑張る姿を見せます!』

3106

masa

3107

やるきげんきともき

『やる気と元気でがんばるぞ！』

3108

とりとき

『3 世代で今年も楽しくしがんばります！』

3109

タートルズ

3 時間 一般
3201

とやまランニングクラブ

『最多出場と最多優勝ねらいます！』

3202

チーム・ワカタカ

3203

森家(新婚)

『がんばりマスキュラー！』

3204

くうちゃん

『頑張ります！』

3205

オンザロード富山

『フォトロゲイニング２回目です、頑張ります！』

3206

ラン友

『今回は 2 回目。町中を楽しみながら回りたいと思います。』

3207

オーロラランナーズ

『限界を越えろぉ～』

3208

チームポンコツ

『ポンコツなりに頑張る！』

3209

メシ

3210

LEMON DAY

3211

オンザロード

3212

ロゲ研

『初めてのロゲイニングですが、上市町を満喫して楽しみたいです。』

3213

河原町丸太町上ル

『運命よ、そこをどいてください。僕たちが通ります。』

3214

ふみちゃんず

『美味しいものたべて上市観光するぞ！』

3215

僚七侃

『フォトロゲ初参加！楽しみたいと思います！』

3216

チーム YYY

3217

I LOVE ハッピー

『連続出場嬉しいワン♪』

3218

Grandmother

『はじめて参加の ばぁばチームです。成績を気にすることなく楽しみた

『いつもと違う状況ですが、いつも通り楽しみます！』

いと思います。』
3219

ＤＡＮＮＡＩ

3220

上市モーニングショー！キミとのキセキ 『かみいちをゆるゆると巡りたいと思います！よろしくお願いします。』

3221

こなもんず！

『初めてだけど頑張ります！』

3222

姉さん女房ですが、何か？

『夫婦 2 組で参戦します。 最後まで仲良く頑張れるといいのですが。』

3223

チーム T

『おじさんらしく 街歩きを満喫します』

3224

とりスポ

『フォトロゲ初体験です。おもいっきり楽しみます！』

3225

ハラペコわっしょい 2

3226

とんがりレディース

3227

上市モーニングショー！勝つんだ WIN 『勝つ気はないけど勝つんだ WIN！』

『とんがり山で鍛えられた脚力で、上市の町を駆け巡るぞ！』
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3228

上市モーニングショー！DREAM BOYS 『終わらない夢を描こう。果てなき虹を渡ろう。』

3229

GOD ONE

『フォトロゲ開催に感謝します。新生活様式で打倒コロナ！かみいちを

誰よりも満喫することを誓います』
3230

上市駅でスイッチバック

3231

ゆるゆるブレンズ

3232

チーム堅香子

3233

富山三つ星山の会

3234

ミノタウロス RC

『皆でめ－いっぱ楽しみます!!』

『チーム全員で協力し、優勝目指して頑張るぞ！』

6 時間 女子・混合
6101

ピカぶー

6102

がってん

6103

ますゆい

6104

池田家

『がってん承知の助』
『生まれも育ちも上市町同士☆結婚して 30 年目の(初)夫婦でフォトロゲ

♪楽しみたいと思います＼(^o^)／』
6105

ゆるらん仲間 A

『今年も全力で楽しみます。』

6106

ゆるらん仲間 B

『今年もお世話になります。』

6107

チーム向こう側

『初参加ですが、楽しみます！』

6108

バンチャンネル

『Youtube バンチャンネルで 上市の魅力を発信できたらいいな』

6109

ハラペコわっしょい１

『上市で美味しい物食べながらテクテク楽しみたいです』

6110

OKAYS

『コロナに負けずに上市を楽しみます。』

6111

SEAAaaaN

6112

TEAM 米走動

6 時間 男子
6201

K-bros.

『久々の大会。６時間楽しみたいと思います！』

6202

チームＴＭ

『上市のあたたかい気持ちを受けて頑張ります！』

6203

アリエッティとアリエナイ仲間たち

『優勝経験者がいるので、その経験を生かして上市町を走り倒しま

6204

ラオウ

『やったるでー』

6205

MOC

『今年こそ…』

6206

上市を楽しむ！

す！』

（9.25 現在

計 61 チーム、201 名）
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■大会規約
参加者はエントリーにあたって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．主催者が別途記載する新型コロナウイルスを想定した感染拡大防止対策に従います。
15．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。
【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ください。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
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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）。また、通行人や一般市民が居る場合は、通行人や一般市民の移動を妨げな
いよう、参加者自らが距離を確保してください。
（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。
【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。
※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（https://photorogaining.com/）をご参照・お問い合わせください。
作成 9/30 Ver.2
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フォトロゲイニング®上市まちのわ
これまで協賛いただいた企業の皆様
ご協力ありがとうございました
㈲青木工業 アルプス農業協同組合 アロマセレクト
稲葉農園 ㈱碓井製作所
香積廣野神社

からしし

池田畜産

㈱内山精工 ㈲おかもと ㈱おみでんき
(一財)上市町健康文化振興財団

㈱サンリッツ

㈱コージン 酒井建設㈱ ㈲佐々木博善社

ショッピングタウンパル

㈲花月堂

上市ロータリークラブ

北アルプス吹奏楽団 Clair×Clair hair make ゲストハウス松月
コンダクターサービス

㈱池田模範堂

㈱国際電気セミ
三栄時計店

新越部品㈱上市工場 ㈲杉本工業所

㈱スマイル・ハート スナックイヨ ㈲高田鉄工 武田文平商店

立山緑化㈱

TEF DESIGN FACTORY ㈱ティー・ツリー・コミュニケーションズ

㈱東洋電制

製作所 富山信用金庫上市営業部
波平

日本海味噌醤油㈱

陽毬

㈱ファーストオート

富士化学工業㈱ ㈲フジ企画

Honda Cars 富山東

松井エネルギーモータース㈱

㈱北陸銀行上市支店 細川機業㈱
マルマス機械㈱

富山地方鉄道㈱ ㈱富山プレート 中歩興業㈱

㈲安井ファーム

米井建設㈱ 総合建設立心工業
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㈱ロキテクノ

