三陸防災復興プロジェクト 2019
三陸ジオパーク フォトロゲイニングフェスティバル in 釜石市＆大槌町
【大会名称】

プログラム

三陸防災復興プロジェクト 2019
三陸ジオパーク フォトロゲイニングフェスティバル in 釜石市＆大槌町

【開催日】

2019 年 6 月 15 日(土) 雨天決行、荒天中止

【公式ＨＰ】

https://sanriku2019.jp/event/article12_details.html

【主催】

三陸防災復興プロジェクト 2019 実行委員会

【共催】

釜石市、大槌町

【協力】

かまいしＤＭＣ、釜石観光物産協会、大槌町観光交流協会、三陸ジオパーク推進協議会

【監修】

日本フォトロゲイニング協会

【問合せ先】

三陸防災復興プロジェクト 2019 実行委員会事務局
フォトロゲイニングフェスティバル係（ＪＴＢ盛岡支店内）
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 11-1
TEL：019-907-1874

E-Mail：morioka_eigyo@jtb.com

受付時間 9：30～17：30（土日祝休み）
■会場（集合／スタート／フィニッシュ）
釜石市民ホール TETTO ホール前広場 〒026-0024 岩手県釜石市大町１丁目 1-9
（釜石市民ホール ホームページ https://tetto-kamaishi.jp/）

【アクセス】

鉄 道：JR 釜石線・三陸鉄道リアス線「釜石駅」下車 徒歩で約 10 分
自動車：釜石中央 IC から約 10 分

【大会駐車場】 無料駐車場あり（80 台程度、参加者専用） ※開場時間 … 9:30～18:30
会場まで徒歩約 10 分（イオン南口から２階に上がり大町広場側へ下りる）
なお、駐車場内のトラブル等には責任を負いかねますのでご承知おきください。
【更衣室・荷物置き場】 会場内に用意します。ただし、貴重品は各自必ずお持ちください。
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■タイムテーブル
10：00～10：30 受付（初心者説明ブースがありますのでご活用ください）
10：30～11：00 開会式・地図配付・ルール説明・作戦タイム・記念撮影
11：00

スタート（制限時間：５時間）

16：00

フィニッシュ

16：40

閉会式・表彰式

■種目
クラス

５時間

カテゴリ

参加資格

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

混

合

男女各１名以上で組まれたチーム

ファミリー

小学生以下の方を最低 1 名含むチーム*

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

■競技情報
【実施エリア】 釜石駅、鵜住居駅、大槌駅、吉里吉里駅、浪板海岸駅周辺を含む範囲
【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 ※２つのエリアを切り出して 1 枚に表示

【表彰】

各カテゴリの上位 3 チーム、その他特別賞あり

■持ち物
◇受付でお渡しするもの
ゼッケン（1 人に 1 枚）
、参加賞、観光案内パンフレット等
※コンパスのレンタルを希望した方は、受付でお受け取りください。
◇スタート直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、ルール
◇参加者でご用意いただくもの
【必携】 □時計 □携帯電話（緊急連絡用） □筆記用具 □デジタルカメラ／チームに１台
□ゼッケン引換ハガキ（大会 1 週間前に代表者へ送付）
【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・携帯の予備バッテリー、充電ケーブル

◇フィニッシュ時にお渡しするもの
ルート記入用紙
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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となり、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。

地図とチェックポイント一覧の例
（１）スタート前
○ 地図とチェックポイント一覧が配られます。競技説明で合図があるまでは開封しないでください。
○ 作戦タイムのあと一斉にスタートです。
（２）チェックポイントを目指して移動
○ 本大会の移動は「歩く」
「走る」に加え、主催者が設定する無料大会専用バス（定員 45 名）の利用を認めま
す。それ以外の乗り物、タクシーや自転車、鉄道、路線バス等の利用はできません。
○ 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、寺社仏閣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
○ 制限時間内にフィニッシュし、撮影者以外のチームメンバー全員を入れて公式時計を撮影してください。
フィニッシュが混み合った場合は、譲り合って速やかに撮影してください。
○ 同点の場合は、先にフィニッシュしたチームが上位です。
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○ 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 16:00:00 で 16:00:01～16:01:00 にフィニッシュした場合-50 点。以降 1 分ごとに-100，-150…）
○ フィニッシュ後は、スタッフにゼッケン番号をお知らせください。
大幅な遅刻・リタイヤ時は、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となります。

（６）結果提出
① スタッフがルート記入用紙をお渡しします。
② フィニッシュ時刻、回った順のチェックポイント、合計点などを記入してください。
③ チームの代表者は、記入した用紙とカメラを持ち、写真チェックを受けてください。
フィニッシュ後 15 分以内に結果の提出がない場合は集計対象外となります。

◯ 表彰前に、結果の速報を掲示しますのでご確認下さい。
特別な注意
① 大会専用バスについて。本大会は釜石エリア、大槌エリアがあり、大会専用バスは「釜石駅前」
「鵜住居駅前」
「大槌駅前」
「吉里吉里臨時駐車場（駅から約 700m）」間を運行します。時刻表は当日に配布する地図にも記
載します。釜石駅～鵜住居駅間は、歩道が無く危険な場所があるため、必ずバスで移動してください。
② 工事中のエリアについて。本大会では、現在も復興工事のため、現場の指示に従って通行するエリアがあり
ます。調査時に確認した道を記載していますが、状況が変わっている可能性がありますのでご注意ください。
③ 歩行者通行禁止のトンネルについて。歩道がないなどで、安全のために通行禁止にしたトンネルがあります。
う回路を通るか、バスを利用してください。
プログラムから変更があった場合は、ルール説明で告知します。この他にも重要な注意事項がありますので、ル
ール説明には必ずご参加ください。
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■大会規約
1. 大会開催中に傷病等が発生した場合、応急手当てを受けることに異議申立てせず、その方法及び経過等
について主催者へ責任は問わないこととする。
2. 大会開催中の傷病、事故等への補償は、大会側が加入した保険内容の範囲内で補償することとする。
3. 大会開催中の傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加することとする。
4. 大会開催中の傷病、事故、紛失等に対し、主催者へ損害賠償等の請求を行わないこととする。
5. 大会参加にあたり、心疾患、疫病等はなく、健康に留意し十分なトレーニングを行った上で大会に参加
することとする。
6. 大会参加にあたり、家族、親族、保護者（参加者が未成年の場合）及びチームメンバー（代表エントリ
ーの場合）は、本大会への参加を承認しているものとする。
7. 地震、風水害、降雪、事件、事故、疫病等による開催規模縮小及び中止については、主催者が判断し決
定することとする。
8. 大会開催中、主催者から競技続行に支障があると判断された場合は、主催者の判断に従うこととする。
9. 大会開催中、主催者からの大会運営上の指示に従うこととする。
10. 大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する主催者の規約のとおりとする。
11. 大会の映像、写真、記事、記録等（氏名、年齢、性別、記録及び肖像等の個人情報）を新聞、テレビ、
雑誌、インターネット、パンフレット等に報道、掲載及び利用されることに異議申立てせず、また、その
掲載権及び使用権は主催者が負うものとする。
12. 年齢・性別等の虚偽申告及び申込者本人以外の出場（代理参加）は認めないこととする。ただし、やむ
を得ない事情が発生した場合等は主催者に連絡の上、その決定には異議申立てはしないこととする。
13. 主催者が虚偽申告・代理参加に対する救護の責任を負わないこととする。
14. 指定された立入り禁止区域、民家の敷地、農耕地、牧場、飛行場、学校等へ立入り、万が一トラブル等
が発生した場合の一切の責任は参加者が負うものとする。
15. 安全な大会運営に協力するとともに、参加者は自己の安全管理に一定の責任を負っている旨を理解し、
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することとする。
16. 大会開催中のゴミはすべて持ち帰ることとする。
17. 交通法規を遵守し、事故防止に努めることとする。
18. 上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に異議申立てはしないこととする（齟齬がある場合
は大会規約を優先する）
。
◆個人情報取扱いについて◆
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係法令等を遵守し、主催者の個人
情報保護方針に基づき、個人情報を取扱います。大会参加者へのサービス向上を目的として、参加案内、記録通
知、関連情報の通知及び記録発表（ランキング等）にも利用します。また、主催者から申込者へ内容確認等で連
絡をさせていただくことがあります。
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