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公開版 ver.1 

情報解禁 7月 16日 0：00 

大会要項 

要項からの変更を含め、大会開催 1週間前に「大会プログラム」を公式サイトに掲載します。 

必ず確認したうえでご参加ください 

【大会名称】 第 7回 フォトロゲイニング®上市まちのわ 2021 

【開催日】 2021年 10月 10日(日) 雨天決行、荒天中止 

【公式サイト】 http://kami1tabi.net/event/20211010000007.html 

【フォトロゲ協会大会情報ページ】https://photorogaining.com/event/2370/ 

【申込期間】 8月 4日～9月 1日、※先着順。状況により定員を変更する場合があります。 

大会一週間前（10月 4日(月)）までに、代表者に郵送で参加通知をお送りします。 

*大会規約への同意、体調等の確認書があります。署名の上、当日の受付でご提出ください。 

【申込方法】 スポーツエントリー（https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/85108） 

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

合わせ先フォトロゲイニング®上市まちのわ 2021 事務局（上市町役場 産業課内）〒930-0393 富山県

中新川郡上市町法音寺 1 番地 Tel：076-472-1111 ／ Fax： 076-473-2085 営業時間 午前 8 時 30

分から午後 5時 15分（月曜から金曜） 

【参加賞】 上市町特産品ほか（予定） 

【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、 

一般社団法人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） 

 

■会 場 

【会場*】 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 

*集合／スタート／フィニッシュ 

*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。 

*お荷物は、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、貴重品は必ず各自で保管くださいますようお願い申し上げます。 

【アクセス】 車：北陸自動車道上市スマート ICから車で 8分 

鉄道：富山地方鉄道上市駅から約 1km 

【駐車場】 上市町役場 駐車場を利用（無料） 

 

■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

http://kami1tabi.net/event/20211010000007.html
https://photorogaining.com/event/2370/
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/85108
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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。 

◇開催地の富山県 上市町とは？ 

上市町は日本有数の名峰「剱岳」のふもとのまち。雄大な自然に囲まれ、立山連峰の雪解け水による豊

かな湧き水、豊かな土壌で育まれた里芋などの農産物、そして昔ながらの里山の暮らしを大切に守って

います。また、修行寺や禅寺が点在し、祈りの文化も根付いており、滝に打たれる修行体験や、この土

地ならではのエコツアーなどを体験することもできます。そんな自然と文化が織りなす独自のロケーシ

ョンで、フォトロゲを楽しみませんか？ 

[新システム・フォトロゲ®レポーター導入] 感染症対策として非接触・迅速な運営をするために、受付・

スコア集計にスマートフォンを使用します。チームに１台ご用意ください。お持ちでない場合はスタッ

フが代行します。 

詳しくは大会開催 1週間前に発表する大会プログラムおよび当日配布の競技ルールをご覧ください。 

 

■参加資格 

富山県内在住で、健康な男女で大会規約に同意いただける方、交通ルール・一般マナーを守れる方。体

調等の確認及び報告に対応できる方。 

 

■種 目 

クラス 定員 カテゴリー 参加資格 1名あたりの参加費 

3時間 
140人 

（約 55チーム） 

ファミリー 中学生以下の子どもを含むチーム 大人 2,800円 

高校生 1,300円 

小・中学生 700円 

未就学児 無料 

（要申込） 

一般 高校生以上で組まれたチーム 

6時間 
60人 

（約 25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 

※チーム単位（2~5人）のエントリーです。20歳以上の代表者がメンバーの情報も合わせてお申込み下

さい。 

 

■タイムテーブル 

＜概要イメージ＞ 
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＜6時間クラス＞ 

8:00 受付開始／開場 ※受付で地図を配布します 

8:30 開会式 30’ 

9:00女子・混合チーム スタート 

8:00   30   9:00   30  10:00   30    11:00   30   12:00    30   13:00    30   14:00   30    15:00   30   16:00 
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9:05 男子チーム スタート 

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 30’ 

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。 

お車の方は、開場時間までお車付近でお待ちください。 

9:15 受付開始／開場 ※受付で地図を配布します 

10:00 開会式 30’ 

10:30 ファミリーチーム スタート 

10:35 一般チーム スタート 

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 30’ 

14:30 表彰式終了 

 

■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（予定） 

【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・カテゴリーの上位 3チーム その他、飛び賞、特別賞など 

 

■携行品 

◇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 
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◇受付でお渡しするもの 

ゼッケン（1人に 1枚）、観光案内等、本大会の地図・チェックポイント一覧 

 

■大会に関するお問い合わせ 

[問合せ先] フォトロゲイニング®上市まちのわ 2021 事務局（上市町役場 産業課内） 

〒930-0393 富山県中新川郡上市町法音寺 1番地 Tel：076-472-1111 Fax：076-473-2085 

営業時間 午前 8時 30分から午後 5時 15分（月曜から金曜） 

  

■規約 

【申込規約】 

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
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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。 

 

※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。 

 

【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 

 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。 
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（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。 

 

令和 3年 7月 7日作成 


