
 
 

 

 

 

 
 
 
沼津市では、「ぬまづの宝 100 選」をはじめ、様々な地域の魅力発信に取り組んでいます。 

  その一環として、スポーツと観光をミックスした競技「フォトロゲイニング」の大会を開催します。 
  ファミリーからシニア世代まで幅広い世代が参加できる大会を通じ、楽しみながらぬまづの宝をめぐり、

本市の魅力を体感してください。 

 

   ■ フォトロゲイニングとは   

  ２名以上のチームで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。 

  チームごとに、どのチェックポイントを、どんなルートで回るか等の作戦を立て、チェックポイン

トでは写真を撮影します。チェックポイントによっては、撮影ポーズが決められている場合もあり

ます。チェックポイントに設定されている数字がそのまま得点となり、最も合計点の高いチームが

優勝となります。 

 ■ フォトロゲイニング NIPPON2016 沼津 ～ぬまづの宝めぐり～ 

  １ 開 催 日 平成 28 年 3 月 20 日（日）９：２０～ 

 ２ 集  合 プラサヴェルデ コンベンションホールＡ 

 ３ 競技エリア 集合場所を含む半径約５ｋｍ圏内の範囲 

 ４ 種  目 ３時間クラス、５時間クラス（男女、年齢等によるクラス分けあり） 

 ５ 定  員 各クラス200チームまたは500人 

 ６ 参 加 費 大人１人＝3,300円（３時間コース）、3,800円（５時間コース）、 

        中学生以下１人＝1,000円（各コース共通） 

 ７ 申込方法 ＷＥＢサイトから 

        スポーツエントリー（http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/63474） 

        JTBスポーツステーション（https://jtbsports.jp/events/events-detail.php?id=4588） 

        インターネットをご利用いただけない場合は、下記「大会事務局」まで 

 ８ 申込期限 平成 28 年 2 月 28 日（日）まで 

  ９ お 願 い 当日、市内外から参加者が訪れ、多くの人がまちの中を巡り歩きます。市民の

皆様には、参加者を見かけた際は、応援をしていただくようお願い致します。 

 １０ そ の 他 詳しいイベント内容等は、大会ホームページをご覧ください 。 

        大会ホームページ（http://photorogaining.jp/） 

 

 主催  ：中日本高速道路株式会社、沼津市 

 協力  ：中日本ハイウエイ・エンジニアリング名古屋（株）、ぴあ（株）、トコナツ歩兵団 

 監修  ：(一社)日本フォトロゲイニング協会 

 お問合せ：フォトロゲイニングNIPPON2016 沼津事務局 

        ☎ ０３－５７７６－５３４２ 
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大会要項 

【大会名称】 フォトロゲイニング NIPPON2016 沼津 ～ぬまづの宝めぐり～ 

【開催日】 2016 年 3 月 20 日(日) 雨天決行、荒天中止 

【公式サイト】 http://photorogaining.jp 

【申込期間】 12/1（火）～2016/2/28（日）、先着順。 

大会一週間前（3/13(日)）までに、代表者に葉書にて参加通知をお送りします。 

【申込方法】 スポーツエントリー（http://www.sportsentry.ne.jp/search/top/rogaining） 

        JTB スポーツステーション（https://jtbsports.jp/） 

ウェブエントリーをご利用いただけない方は、「大会に関するお問い合わせ」先までお問い合わせください。 

【参加賞】 未定 

 

■会 場 

【会場*】 Plaza Verde（プラサ ヴェルデ） コンベンションホールＡ 

〒410-0801 静岡県沼津市大手町 1-1-4 

*集合／スタート／フィニッシュ 

*会場に更衣室、荷物置き場をご用意します。ただし、貴重品は各自お持ちください。 

【アクセス】 鉄道：JR 東海道線沼津駅北口から徒歩約 3分 

  車：新東名高速道路 長泉沼津 IC または 東名高速道路 沼津 IC から約 15 分 

【駐車場】 有料（50 円/30 分） 

        ※駐車台数に限りがありますのでご注意ください。 

 

■概 要 

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

ムごとに作戦を立て、チェックポイントでは見本と同じ写真を撮影します。チェックポイントに設定された数字

がそのまま得点となり、より合計点の高いチームが上位です。 

『スポーツしながら観光する。』日本最大のフォトロゲイニング・シリーズ戦、それが「フォトロゲイニング NIPPON」

です。 

 

■種 目 

クラス 定員 カテゴリー 参加資格 大人 1名 
中学生以

下 1名 

5 時間 

200 チーム 

または 

500 人 

混合 男女各１名以上で組まれたチーム 

3,800 円 1,000 円

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 

ファミリー 中学生以下の子供最低 1名を含むチーム* 

ベテラン チーム全員が大会当日に 50 歳以上のチーム 

3 時間 
200 チーム 

または 

混合 男女各１名以上で組まれたチーム 
3,300 円 1,000 円

男子 男子のみで組まれたチーム 
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500 人 女子 女子のみで組まれたチーム 

ファミリー 中学生以下の子供最低 1名を含むチーム* 

ベテラン チーム全員が大会当日に 50 歳以上のチーム 

*チーム単位（2～5人）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。 

*中学生以下の子供がいるチームには、18 歳以上のメンバーを同時に含めるものとします。 

 

【主催】中日本高速道路株式会社、沼津市 

【運営】フォトロゲイニング NIPPON 実行委員会 

【協力】中日本ハイウエイ・エンジニアリング名古屋（株）、ぴあ（株）、トコナツ歩兵団 

【協賛】Reebok 

【監修】（一社）日本フォトロゲイニング協会 

【競技ディレクター】TREKNAO 

 

■タイムテーブル 

8:30～ 受付開始 

9:20 開会式・ルール説明・地図配布・作戦タイム 

 （ここまで、3時間クラスも 5時間クラスも同時に実施） 

10:00 【5 時間クラス】スタート 15:00 フィニッシュ 15:40 表彰式(～16:20) 

10:10 【3 時間クラス】スタート 13:10 フィニッシュ 13:50 表彰式(～14:30) 

 

■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 

【表彰】 各クラス・カテゴリの上位 3チーム、その他特別賞あり 

 

■携行品 

◇受付でお渡しするもの 

ゼッケンナンバー（1人に 1枚）、参加賞、大会の流れ、基本的なルール、観光案内等 

◇スタート前にお渡しするもの 

本大会の地図、チェックポイント一覧 

◇参加者が用意するもの 

[必携] □時計 □携帯電話（緊急連絡用） □筆記用具 □デジタルカメラ*、または、専用アプリ*をインストー

ルしたスマートフォン／チームに１台 

*デジタルカメラは写真が撮影できる携帯電話でも可、ただし連絡用と別に用意すること 

*専用アプリ「フォトめぐり」詳しくはこちらをご覧ください。http://photorogaining.jp/news/000128.html 

[任意] □コンパス（レンタルもありますが数に限りがあります） □（必要に応じて）飲み物・食べ物 □（天候に応じて）防寒

着・雨具 □保険証 □カメラの予備バッテリー 

◇フィニッシュ時に渡すもの 

□結果提出用紙 
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■大会に関するお問い合わせ 

フォトロゲイニング NIPPON2016 沼津 事務局（NEXCO 中日本関連事業本部事業創造部観光振興チーム内） 

〒105-6007 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー7F 

TEL：03-5776-5342 FAX：03-5776-5330 E-Mail：info@photorogaining.jp 

受付時間 10：00～17：00（土日祝休み） 

 

■大会規約 

【申込規約】※参加者は下記の申込規約に必ず、同意の上お申し込みください。 

１、私は、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。 

（死亡・後遺障害２００万円、入院保険日額２２５０円、通院保険日額１５００円） 

３、私は、心疾患・疫病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングを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、私の家族・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・額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。 

６、私は、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、ゴミはすべて持ち帰ります。 

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、自己都合による申込後の、キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 

１０、大会の映像・写真・記事・記録等において（氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報）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、指定された立入り禁止区域や、民家の敷地、農耕地、牧場、飛行場、ゴルフ場、学校等へは立ち入りません。 

１３、交通法規を遵守し、マナーを守ります。 

１４、私は、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。 

１５、私は、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。 

１６、上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります。（齟齬がある場合は大会規約を優先します）。 

 

【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）にも利用いたします。また、主催者もしくは委託先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。 


