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JOA ナビケーションゲームズ 2017  ＆ 信長公ロゲイニングシリーズ 滋賀大会 

安土天下一ロゲイニング 

 

織田信長公が岐阜城に入城して四百五十年。 

これを記念して実施している信長公ロゲイニングシリーズ第３戦は天下に手をかけた信

長公が天下統一の拠点としてこの世に初めて「天主」を出現させた安土城城下を中

心に開催！  

さあ、信長公が天下を眼下に眺めたこの安土・近江八幡の地で天下一を目指し、

「安土天下一ロゲイニング」に挑戦！ 

 

 

 

 

 

 

 

主  催 滋賀県オリエンテーリング協会 

開 催 日 平成３０年１月１３日（土） 

開 催 地 滋賀県近江八幡市  

集合場所 安土文芸の郷練習場 （近江八幡市安土町桑実寺 777 番地）  

概略日程 

  9:30～10:05 受付 

 10:05  地図配布場所へ移動 

 10:10～10:15 競技説明 

 10:15～10:20 競技地図配布 

 10:20～10:30 作戦タイム 

 10:30  競技開始 

 13:30  3 時間の部制限時刻(フィニッシュ開設時間 13:00～14:00) 

 14:30  3 時間の部表彰式・景品ゲットイベント 

 15:30  5 時間の部制限時刻(フィニッシュ開設時間 15:00～16:00) 

 16:30  5 時間の部表彰式・景品ゲットイベント
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＜会場＞ 
集合場所：安土文芸の郷練習場 （近江八幡市安土町桑実寺 777 番地） 

開場：9:00 過ぎを予定 

 
 

＜交通＞ 
公共交通の場合：JR 琵琶湖線安土駅下車、徒歩 25 分。 

＜京都方面から＞ ＜米原方面から＞ 

京都 08:07 発→安土 08:51 着 米原 08:37 発→安土 09:00 着 

自家用車の場合：会場には駐車場が約３５０台分ありますが、ロゲイニング大会参加者は安土多

世代交流館前の駐車場(上記会場案内図の青枠)に駐車してください。安土マリエート横・文芸の

里練習場前の駐車場は使用しないでください。 

 

＜大会スケジュール及び競技説明＞ 
（進行の都合上、スケジュールは前後する場合があります） 

受付（９：３０～１０：００） 

・受付は集合場所の文芸の郷練習場内に設置します。 

・受付は「５時間の部」「３時間の部(オープン含む)」の２レーンとなっています。 

・各チームの代表者は受付で巻末の「連絡票」を提出してください。チームに欠員が生じた場合

は必ず申告してください(表彰やシリーズ戦に関わるため)。 

・「連絡票」と引き替えに「ナンバーカード」１枚と人数分の「参加賞」「ビニル袋」を配布し

ます。 

・必要な方には受付にてコンパスを貸し出します。フィニッシュ後、受付で返却してください。

紛失した場合は 2,000 円を申し受けます。 

集 合 場 所 ・

荷物置き場 

参加者用 

駐車場 
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更衣（～１０：００） 

・１０：０５に移動開始しますので、更衣は１０：００までにお済ませください。 

・チーム代表者は必ず配布された「ナンバーカード」を見える位置に付けてください。 

・渡り廊下でつながっている安土マリエート(体育館)の更衣室が利用可能です。 

・更衣室に荷物を置かないでください。荷物置き場は文芸の郷練習場とします。但し盗難等につ

いて主催者は責任を持ちません。貴重品等は各自で管理してください。 

地図配布場所への移動（１０：０５） 

・競技に必要なものを持って地図配布場所へ移動してください。事故等の緊急連絡のため「連絡

票」に記載した携帯電話を必ず持参してください。 

・チーム代表者は「ナンバーカード」を忘れずに付けてください。 

・地図配布場所は文芸の郷練習場と多目的グラウンドの間のスペースを予定しています。 

競技説明（１０：１０～１０：１５） 

・競技上の重要事項(チェックポイント通過確認方法、フィニッシュ方法、得点計算(ボーナス、

減点)、特別賞)や注意事項について説明するので絶対に参加してください。 

競技用地図配布（１０：１５～１０：２０） 

・「ナンバーカード」を付けているチーム代表者に対し、チーム人数分の「競技用地図」「チェ

ックポイント一覧表」を配布します。 

・１０：２０までは「競技用地図」「チェックポイント一覧表」は見ないでください。 

作戦タイム（１０：２０～１０：３０） 

・１０：２０になったら「競技用地図」「チェックポイント一覧表」を見ても構いません。 

・１０：３０までにスタート地区に集合してください。それまでは任意の場所で作戦会議をして

いただいて構いません。 

・使用する「競技用地図」の概要は下記の通りです。オリエンテーリング用地図のような詳細な

情報は記載されていません。道と常識的に明らかに通行可能な場所のみを通行可能とします。

地図に示されていない道があった場合も通行を認めます(地図が現場と異なっている可能性も

あります)。 

 地図名：安土～天下一の夢～ 

 縮 尺：1:25,000  等高線間隔：10m  磁北線間隔：1,000m 

 基 図：国土地理院基盤地図情報  地図調製：西村徳真(NishiPRO) 
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競技開始（１０：３０～） 

・スタート地区は競技説明で説明します。必ず競技開始時刻までに集合してください。 

・係員の合図で競技開始です。全てのクラスを合わせた一斉スタートです。 

・「競技用地図」には紫色でスタート(△)、チェックポイント(○)、フィニッシュ(◎)とチェック

ポイントの点数(数字)が印刷されています。なお、スタートとフィニッシュは同じ場所の予定

です。 

・制限時間内に回ったチェックポイントの合計点数を競う競技です。 

・どのチェックポイントを回るか、どういう順番で回るかは自由ですが必ずチーム全員で回って

ください。 

・チェックポイントでは「チェックポイント一覧表」に示された写真と同じ構図・ポーズのデジ

タル写真を撮ってください。このデジタル写真を通過証明としますので、必ず撮影者以外のチ

ームメンバー全員を写真に入れてください。なお、「競技用地図」に印刷されている○の中心

はカメラを構える位置であり、被写体の位置ではないことに留意してください。 

・正しい写真でない場合は減点(点数半減、点数なし等)となりますので「チェックポイント一覧

表」の写真をよく見て撮影してください。 

・特定の写真を撮るとボーナスポイントや特別賞の抽選権を獲得できます。詳細は競技説明で説

明します。 

・デジタルカメラ、スマートフォン、カメラ付き携帯電話いずれも使用可ですが、バッテリー切

れを避けるため緊急時の連絡用携帯電話は撮影に用いないでください。 

・電車・ロープウェイ・バス・自動車・自動二輪・自転車などの移動手段の使用は禁止します。

諸事情がある場合は受付でお申し出ください。オープン参加扱い等の考慮をいたします。 

・GPS などの移動補助システムの使用は認めます。 

・競技中に事故などが発生した場合は「競技用地図」に記載されている緊急連絡先まで速やかに

連絡してください。 

フィニッシュ（３時間の部１３：００～１４：００、5 時間の部１５：００～１６：００） 

・フィニッシュに置いているデジタル時計を撮影することにより競技終了です。 

・制限時刻は３時間の部１３：３０、5 時間の部１５：３０です。制限時間を１分超えるごとに

１００点が減点されます。 

・フィニッシュ後は速やかに受付に行き「得点集計表」を受け取ってください。 

・フィニッシュは制限時刻の３０分前（３時間の部１３：００、5 時間の部１５：００）から開

設します。棄権する場合も含めてフィニッシュ開設前に競技終了する場合は必ず受付に来てく

ださい。受付を通過せずに帰宅されると行方不明として捜索対象となり警察等に届けることと

なります。 
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・フィニッシュは制限時刻の３０分後（３時間の部１４：００、5 時間の部１６：００）に閉鎖

します。フィニッシュ閉鎖に間に合わない場合は「競技用地図」に記載されている緊急連絡先

まで速やかに連絡してください。連絡なしに帰宅されると行方不明として捜索対象となり警察

等に届けることとなります。 

得点集計（３時間の部１３：００～１４：３０、5 時間の部１５：００～１６：３０） 

・フィニッシュ後、受付で「得点集計表」を受け取り、速やかに各チームで必要事項(種目・クラ

ス、チーム名・人数)、回ったチェックポイント、フィニッシュタイムを記入してください。 

・記入後速やかに「得点集計表」とチェックポイントを撮影した撮影機器を受付まで持参してく

ださい。 

・受付では得点集計係員が撮影した写真の確認を行い、採点します。採点後、「得点集計表」は

回収しますので、表彰式・景品ゲットイベントまでお待ちください。 

・成績は順次速報所に掲示します。完走証は発行しません。後日代表者メールアドレス宛に成績

表を送付します。 

表彰式・景品ゲットイベント（３時間の部１４：３０、5 時間の部１６：３０） 

・成績が確定次第、表彰式を開始します。 

・種目・クラス別に上位３チームを表彰します。表彰チームには表彰状と賞品・副賞を進呈いた

します。オープン参加は表彰対象外です。 

・表彰式に引き続き景品ゲットイベントを行います。景品ゲットイベントは３時間の部、５時間

の部それぞれで行いますので、ご自分の参加種目のイベントに参加してください。景品は特別

賞３時間の部（オープン除く）１チーム・５時間の部１チーム、じゃんけん大会勝者３時間の

部（オープン含む）２名・５時間の部４名に進呈します。なおじゃんけん賞は下図の大会特製

グラスです！ 
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＜テレイン・気象情報＞ 
琵琶湖・西の湖が干拓されて出来た平地部が大半を占めるテレインです。平地の中に安土山、鶴

翼山、長命寺山などがポコポコとあります。 

本大会の競技コースは９０％以上平地の舗装道路を想定しています。アップダウンを求めるラン

ナーには物足りないかも知れませんが、平地部に点在する史跡や歴史的な町並みをさわやかに回

るコースとなっています。一部は山道を登るチェックポイントも設定しています。 

彦根地方気象台の観測データ(彦根)によると過去５年間積雪は観測されていませんが、この季節、

当地では希に降雪があります。積雪がわずかな場合はそれほど問題ないと考えています。ある程

度の積雪の場合は山道を通るチェックポイントのカットを行います。万が一、平地の舗装道路で

もアイゼン等が必要なぐらいの積雪の場合は参加者の安全を考慮し、大会を中止致します。 

気温が低い可能性が高く、風も強い場合があります。十分対策をされることをお薦めします。 

(彦根) 2013/1/13 2014/1/13 2015/1/13 2016/1/13 2017/1/13 

平均気温 3.9℃ 2.2℃ 5.2℃ 4.7℃ 4.2℃

最高気温 7.3℃ 4.8℃ 7.1℃ 9.8℃ 7.5℃

最低気温 -1.1℃ -0.8℃ 1.1℃ 0.9℃ 1.9℃

最大風速 3.2m/s 8.8 m/s 8.4 m/s 7.7 m/s 10.4 m/s

最深積雪 － － － － － 

天気 晴後曇 晴 曇後時々晴 晴一時曇 曇 

 

＜注意事項＞ 
・雨天でも実施しますが、荒天や公共交通の混乱等が予想される場合、主催者の判断で開催を中

止します。中止の場合は前日 23 時までに大会ホームページ、公式 Facebook に掲出すると

ともに、登録いただいている代表者メールアドレス宛に連絡します。 

・また、大会開催決定以降も天候の急激な悪化や緊急事態、その他やむを得ない事情が発生した

場合は、主催者の判断で大会規模の縮小、途中中止もあり得ます。その際は、登録いただいた

携帯電話宛に連絡いたしますので、必ず当該電話を持参してください。 

・納入いただいた参加費は当日不参加・欠員、大会規模縮小・中止の場合でも返金いたしません。

あらかじめご了承ください。 

・競技中、自動車が通行する道を通ります。くれぐれも無理な横断はせず、信号・横断歩道や歩

道橋・地下道を利用してください。「歩行者横断禁止」の標識が出ている道路での横断歩道等

以外での違法な横断は厳に慎んでください。歩道のない道や幅の狭い路地もあります。歩道の

ある道路では歩道を通行してください。また、鉄道の線路、歩道のない高架道路への立ち入り

は厳禁です。走る際は歩行者等に気をつけ、交通ルールを守り、安全には十分に注意してくだ

さい。交通事故のないようにお願いします。 

・耕作地（田・畑）、民家の敷地等には絶対に入らないでください。神社仏閣の境内では走らな
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いでください。住宅地を通る場合は住民の方々の迷惑にならないよう、静かに通ってください。 

・ゴミは各自でお持ち帰りください。主催者ではゴミ袋・ゴミ箱は用意しません。 

・主催者側でスポーツ傷害保険に加入していますが保証には限度があります。参加者の皆様にお

かれましても各自で十分な備えをお願いいたします。大会参加においては、ご自身で健康状態

を判断し、無理をしないでください。 

・参加者が自己または第三者に与えた損害は、参加者自身の責任となります。 

・会場は禁煙です。また、競技中の喫煙、飲酒もご遠慮ください。 

・参加申込時に入手した個人情報は大会開催目的以外では使用しません。ただし、チーム名とメ

ンバー氏名、成績、撮影した写真などは、ホームページなどに掲載することがあります。 

 

連絡票 
競技にお持ちになる携帯電話の番号をお書きください。 

記入いただいたこのページと引換に配布物をお渡しします。 

ナンバーカード番号  

チーム名  

代表者氏名  

携帯電話番号  

緊急連絡先 

電話番号 

★チームメンバー以外の緊急連絡先電話番号をお書きください 

続柄（   ）

コンパス貸出 要 ・ 不要 
★「緊急連絡先電話番号」は万が一チームメンバーのどなたとも連絡が取れなくなった際にのみ

使用します。ご記入にご協力をお願いいたします。 

メンバーに変更や欠場がある場合は、以下の欄にもご記入ください。 

変更の種類 変 更 ・ 欠 席 

欠席者氏名 
変更後のメンバー 

氏名 年齢 性別 

    

    

    

クラス変更 なし ・ オープン 
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＜エントリーリスト＞ 

クラス No. チーム名 構成 氏名１ 氏名２ 氏名３ 氏名４
5時間男子 5101 誘導ペナ（猛省） 2名 稲岡雄介 緒方空人
5時間男子 5102 朱雀OK 2名 金谷敏行 小菅一輝
5時間男子 5104 チームノッポ 3名 中嶋一史 恵阪裕士 坂本竜
5時間男子 5105 TMS イヌイ 2名 杉山洋平 丹羽紀之
5時間男子 5106 ブラ田森 2名 田中公悟 森本大輔
5時間男子 5107 緑桜会 長浜支部 2名 坂口祐生 杦田士郎
5時間女子 5201 レディーゼゼ 3名 善利恵子 有田彩子 相田雅子
5時間女子 5202 チームぶちまり 2名 秋房麻理 川渕妙子
5時間女子 5203 麦酒女史 2名 米田典子 萱野真理子
5時間女子 5204 You may dream 3名 出田裕子 瀬谷利花 富永美和
5時間女子 5205 アートマネジメント女子+癒し女子 3名 鳥羽都子 金沢みのり 田中理枝
5時間女子 5206 みゃお 2名 石原めぐみ 惣司亮子
5時間女子 5207 ぱるちゃん 2名 中林和美 中林直美
5時間女子 5208 チーム凸凹 2名 杉原未奈 燈田真佑子
5時間混合 5301 ちょこぼーる 2名 浦浩行 浦圭子
5時間混合 5302 KMK 2名 安田邦夫 服部京子
5時間混合 5303 ふわっとチーム 2名 浅野貴生 浅野ゆかり
5時間混合 5304 ゾウガメFC 2名 浦瀬香子 浦瀬太郎
5時間混合 5305 ちびっ子 2名 重吉未来子 高島正大
5時間混合 5306 せきちゃんず 2名 関戸伸明 関戸和美
5時間混合 5307 みっちーすてき 4名 河合利幸 小笠原萌 古石春佳 中村優花
5時間混合 5308 谷川家 2名 谷川理恵 谷川友太
5時間混合 5309 朱雀OK 2名 塚八ゆかり 近藤準
5時間混合 5310 チーム遠足 2名 大澤貴子 渡辺達也
5時間混合 5311 ヤスコサントオジサンＢ 2名 佐藤公男 夏目泰子
5時間混合 5312 前田深川連合軍 3名 深川陽平 深川久美子 前田哲史
5時間混合 5313 AYAmadeus 2名 鈴木真 湯浅綾子
5時間混合 5314 ハルカヨ 2名 木村晴彦 木村佳代
5時間混合 5315 TMS 2名 石黒紀代美 安心院創一郎
5時間混合 5316 チームTakigawa 2名 瀧川英雄 瀧川朋子
5時間混合 5317 Team883 2名 早見明哲 早見孝子
5時間混合 5318 京都走ろう会トレラン部 2名 山越言 内田彩子
5時間混合 5319 いつまでも３３歳 2名 柏本政幸 奥山全子
5時間混合 5320 木村家（新婚） 2名 木村洋介 木村真百合
5時間混合 5321 滝家りんご 2名 滝正晴 滝志保
5時間家族 5401 Team Heart Golds 2名 上田浩嗣 上田脩司
5時間家族 5402 谷繁27 4名 谷繁智彦 谷繁佳子 谷繁瑞城 谷繁楽泰
5時間家族 5403 どうまいチーム 2名 松井勝美 松井瑞歩
5時間家族 5404 サバの缶詰 3名 青山智洋 青山誠司 青山広人
5時間家族 5405 チーム羽根っこ 2名 加藤以千弘 加藤千捺
5時間シニア 5501 45degrees 2名 余語瑞紀 余語令香
3時間男子 3101 太陽が丘JC 2名 多賀野泰之 加藤剛浩
3時間男子 3102 半田YEG 2名 新美大 坂田篤
3時間男子 3103 ナイスコンビ 2名 樫村徳俊 鵜飼須彦
3時間男子 3104 札幌農学校/チーム質実剛健 2名 藤井俊介 西村淳史
3時間男子 3105 TOKIMINGO 2名 村井隆彦 西村憲郎
3時間女子 3201 チームのんき 2名 加藤瑞恵 加藤千朋
3時間混合 3301 かっぱ親善大使 2名 坂田雄一郎 坂田博子
3時間混合 3302 朱雀OK米の会 2名 小比賀健司 加納尚子
3時間混合 3303 テンパーマン 2名 大塚稔弘 今川真弥
3時間混合 3304 庭人（にわんちゅ） 2名 中野茂男 中野裕子
3時間混合 3305 チーム イセッタ 2名 矢野早百合 市田定栄
3時間家族 3401 ちーむしるこさんど 2名 須藤かおる 須藤元
3時間家族 3402 でこぼこさん。 4名 にしかわひろき なかざわけいこ なかざわかつじ なかざわのりや
3時間家族 3403 大島家 2名 大島健一 大島岳流
オープン 9001 アナザースカイ・ソロ 1名 石神宏樹
オープン 9002 坂本清光 1名 坂本清光
オープン 9003 博多OLC 1名 半田博子
オープン 9004 しろふぐ 1名 瀬口洋治
オープン 9005 中村素子（なかむらもとこ） 1名 中村素子
オープン 9006 稲田初 1名 稲田旬哉  


