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シリーズ戦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【主催】大阪府オリエンテーリング協会 

【後援】高槻市、高槻市観光協会 

【協賛】枻(えい)出版社、PowerBar、PROTREK(カシオ計算機株式会社)、THE NORTH FACE(株式会社ゴールドウイン)、

TRIMTEX（以上 JOA ナヴィゲーションゲームズ 2017 シリーズ戦協賛）、美人湯 祥風苑、 摂津峡花の里温泉 山水館、 

創作銘菓 薩喜庵、 Patisserie Yushin 

【問合先】大阪府オリエンテーリング協会 横田 実 E-mail(推奨): osaka_rogaining@yahoo.co.jp 電話:090-4299-2997 

 

申込締切 2017 年 10 月 6 日（金） ただし先着 80 チームで締め切ります 

【開催日】 

2017 年 10 月 22 日（日）雨天決行・荒天中止 

【集合場所】 

摂津峡公園 下の口 桜広場周辺 



大会要項 
【開催日】2017 年 10 月 22 日（日）雨天決行・荒天中止 

【主催】大阪府オリエンテーリング協会 

【後援】高槻市、高槻市観光協会 

【協賛】枻(えい)出版社、PowerBar、PROTREK(カシオ計算機株式会社)、THE NORTH 

FACE(株式会社ゴールドウイン)、TRIMTEX（以上 JOA ナヴィゲーションゲームズ 2017 シリー

ズ戦協賛） 

美人湯 祥風苑、 摂津峡花の里温泉 山水館、 創作銘菓 薩喜庵、 Patisserie Yushin 

【会場】摂津峡公園 下の口 桜広場周辺 （具体的な集合場所はプログラムでお知らせしま

す） 

交通：JR 京都線高槻駅北口からから高槻市営バス 51 系統「塚脇循環」で 15 分「塚脇」下車徒

歩 7 分。  

自家用車の場合、会場に隣接して「摂津峡下の口駐車場」（160 台収容・1000 円/日）がありま

す。 

【競技範囲】大阪府高槻市、茨木市 

【対象】2～5 名のグループ（必ず 18 歳以上の人を含むこと）または個人（18 歳以上） 

【受付時間】9:00～10:00  

※当日申込はありません。必ず事前にお申込ください。 

※地図読み初心者の方を対象に簡単な地図読図講習会をします。（9:30 開始、15 分程度、参

加無料） 

【競技時間】5 時間（10:30～15:30）、3 時間（10:30～13:30） 

【クラス】5 時間の部 混合・男子・女子・家族・個人 3 時間の部 一般・家族・個人 

※チームには必ず 18 歳以上の人が入ってください。また、個人参加は 18 歳以上の方としま

す。 

5 時間の部 

 混合…男女とも含む 2～5 名のチーム 

 男子…男性のみの 2～5 名のチーム 

 女子…女性のみの 2～5 名のチーム 

 家族…小学生以下を含む 2～5 名の家族チーム。家族以外が入っても可。 

 個人…18 歳以上 

3 時間の部 

 一般…2～5 名のチーム 

 家族…小学生以下を含む 2～5 名の家族チーム。家族以外が入っても可。 

 個人…18 歳以上 

【参加費】 

5 時間の部：  

1 人につき 3500 円（大学院生以下は 2000 円）、家族クラスは 1 チームにつき 5000 円 

3 時間の部： 

1 人につき 2500 円（大学院生以下は 1500 円）、家族クラスは 1 チームにつき 3000 円 

【プログラム】 

プログラムは大会 1 週間前までに大会 Web サイトに公開します。紙版プログラムの送付は行

いません。 

【申込方法】 

［方法 1］フォーム記入＆銀行振込 

http://ooa.pro.tok2.com/rogaine/2017/index.html 

からExcelシートをダウンロードし、シートに記入してosaka_rogaining@yahoo.co.jpに添付送信。 

以上の方法をとり、下記の口座に参加費をお振込ください。 

［方法 2］申込書郵送＆銀行振込 

要項に添付の申込書に必要事項を記入し、 

〒583-0033  大阪府藤井寺市小山 9-12-22  横田実 

宛てに郵送してください。参加費は下記の口座にお振込ください。 

［方法 3］スポーツエントリー 

スポーツイベント申込サイト「スポーツエントリー」 

http://www.sportsentry.ne.jp/ 

からお申込ください。 

［参加費振込先］以下のいずれかにお願いいたします。 

郵便振替 00920-1-206530 大阪府オリエンテーリング協会 

ゆうちょ銀行 〇九九(ゼロキュウキュウ)店 当座 0206530 オオサカフオリエンテーリングキヨ

ウカイ 

【申込締切】2017 年 10 月 6 日（金） 

【定員】先着 80 チームとします。お早めにお申込ください。 

【大会 WEB サイト】 

http://ooa.pro.tok2.com/rogaine/2017/index.html 

プログラム等はこのサイトで公開します。当日は前もってプログラムを確認の上お越しください。

プログラムの郵送は行いません。 

【JOA ナヴィゲーションゲームズ 2017】 

JOA(日本オリエンテーリング協会)主催。詳しくは以下のサイトをご覧ください。 

なお、個人で参加の方はシリーズ戦ポイント獲得対象となりません。 

http://www.orienteering.or.jp/ng/2017/ 

【問合先】 

大阪府オリエンテーリング協会 横田実（よこた みのる） 

e-mail（推奨） osaka_rogaining@yahoo.co.jp   

電話 090-4299-2997 

【通過記録】写真撮影（撮影者以外のチームメンバー全員を入れる） 

【地図】A3 版 1 枚、縮尺 1:25000、等高線間隔 10m （国土地理院 基盤地図情報を基に作成） 

【競技ルール】 

ロゲイニング（写真撮影によるフォトロゲイニング）です。デジカメ等をご用意ください。 

１．競技エリアに異なる得点の 40～50 個程度のチェックポイントが設けられています。チェック

ポイントを回る順番は自由で、制限時間の 3 時間 または 5 時間以内にどれだけの得点を得

ることができるかを競います。 

２．チェックポイントの位置と得点を記載した地図を競技開始の 15 分前に配付します。 

３．競技中の移動手段は徒歩またはランニングのみとします。 

４．競技時間を超過すると、１分単位での減点になります。減点はプログラムで発表します。ま

た競技時間を 30 分以上超過したチームは、失格となります。 

５．チーム参加者は全員で一緒に行動し、チェックポイントを回ってください。 

６．不正行為が発覚した場合は失格とします。 

【注意事項】 

１．１チームに１台は緊急連絡手段として携帯電話を携行してください。 

２．競技は一般の里山・市街地で行います。一般の通行人の方に危険が及ばないように走っ

てください。自動車の通行量の多い道も通りますので、交通ルールを遵守し、事故のないよう

十分に注意してください。山のトレイル（小径）を通る場合もありますので、トレイルランニング・

ハイキングのできる服装をご準備ください。 

３．神社仏閣の境内は走らないでください。 

４．耕作地（田んぼや畑）、民家の敷地等には絶対に立ち入らないでください。 

５．競技を中断して無連絡で帰宅しないでください。 

６．傷害保険には主催者側で加入しますが、限度があります。各自で十分な備えをお願いしま

す。 

７．大会への参加は自分の健康状態を把握した上、無理をしないでください。 

８．参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。 

９．悪天候、自然災害の発生等により大会を中止する場合があります。その場合でも参加費

の払い戻しはできませんので、予めご了承ください。 

１０．参加申込時に入手した個人情報は当大会を開催する目的以外では使用しません。ただ

し、大会開催中に撮影した写真などは、今後ホームページや宣伝チラシなどで使用します。 

また、申込書にご記入いただいた氏名は大会公式ウェブサイト上のエントリーリスト、プログラ

ムと成績表、JOA ナヴィゲーションゲームズ 2017 シリーズ戦ウェブサイト 

（http://www.orienteering.or.jp/ng/2017/）のランキング表で公開します。 

以上について、あらかじめご了承の上お申込みをお願いいたします。 

【スケジュール】 

８：４５ 開場 

９：００ 受付開始 

９：３０～ 地図読図講習会 

１０：００ 受付終了 

１０：０５ 競技説明 

１０：１５ 地図配付 

１０：３０ スタート 

～１３：３０ 3 時間の部 フィニッシュ 

１４：００頃 3 時間の部 表彰式 

～１５：３０ 5 時間の部 フィニッシュ 

１６：００頃 5 時間の部 表彰式 

１７：００ 閉場 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※年齢は大会当日の満年齢をお書きください。 

   ※参加費区分の学生は、職業をもたない大学院生までの幼児，児童，生徒，学生を指します。 

チーム名  

参加クラス 5 時間混合 5 時間男子 5 時間女子 5時間家族 5時間個人 

3 時間一般 3 時間家族 3時間個人 

申込代表者 

(メンバー1） 

氏名(ふりがな) （                ） 

住所 

〒 年齢 歳 

性別 男・女 

参加費区分 大人・学生 

電話番号  

振込金額 円 メール 

アドレス 

 

  氏名            (ふりがな) 年齢 性別 参加費区分 

メンバー2 （          ） 歳 男・女 大人・学生 

メンバー3 （          ） 歳 男・女 大人・学生 

メンバー4 （          ） 歳 男・女 大人・学生 

メンバー5 （          ） 歳 男・女 大人・学生 

北摂フォトロゲイニング 2017 参加申込書 


