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フォト・ロゲイニング in 大阪いずみ プログラム 
 
開催日：平成 24年６月 24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：和泉市教育委員会   

協 賛：いずみの国歴史館 

協 力：TREKNAO 南海バス 

  
【集合場所（会場）】和泉市立北池田中学校 体育館 

［所在地］ 〒594-0041 大阪府和泉市いぶき野三丁目 4番 1号  

［交 通］ 泉北高速鉄道 和泉中央駅下車 徒歩１５分  

  下の地図を参照の上おいでください。オレンジ色の線が推奨ルートです。 

                           【会場内案内図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

（電車ご利用の場合） 

  ・和泉中央駅北側へは 2階出口からしか行けません。改札(1 階)を出たら更に 1つ上の階にお上がりください。 

  ・南海なんば駅から高野線・泉北高速鉄道直通準急和泉中央行き（おおむね 12分ごとに運転）に乗車、所要 34分。 

  ・準急は新今宮（JR大阪環状線から乗り換え）、天下茶屋（地下鉄堺筋線から乗り換え）にも止まります。 

  ・新幹線新大阪駅からなんば駅までは地下鉄御堂筋線なかもず行きまたは天王寺行きに乗車、所要 15分。 

（自家用車ご利用の場合） 

  ・和泉中央駅へは阪和自動車道堺 ICから府道 61号線・府道 38号線（泉北 1号線）経由約 8㎞。 

   または阪和自動車道岸和田和泉 ICから約 5km。 

  ・駐車は和泉中央駅周辺の有料駐車場をご利用ください。主催者は駐車場は用意しません。 

   また、路上駐車はご遠慮ください。違法駐車をしたチームは失格とします。 
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【持ち物】 

［必携品］デジタルカメラと携帯電話のないチームは競技に参加できません。忘れずにお持ちください。 
  ・デジタルカメラ：チェックポイント通過記録用として1チームに1台ご用意ください。携帯電話等に付属のものでも

かまいませんが、撮影した写真がすぐに確認できる機能のあるものに限ります。 
  ・携帯電話    ：緊急連絡用。1チームに最低 1台ご用意ください。 

  ・ゼッケン   ：当日受付で 1チームに 1枚ずつ配布します。代表者の方が添付の安全ピンで役員から 

           よく見える場所につけてください。 
  ・時計     ：競技終了時刻に遅れないためにお持ちください。 

  ・競技用地図、チェックポイント一覧表  ： スタート 15分前にチーム全員に 1枚ずつ配布します。 

［推奨品］ 
    ・着替え：荷物は会場に置いておくことができます。 

             ただし主催者は荷物の紛失破損に対する責任は負いません。貴重品はお持ちになって競技をしてください。 
    ・筆記用具（ペン、メモ用紙など）：作戦を立てる時にあると便利です。主催者では貸し出しません。 

    ・電卓  ：作戦を立てる時やフィニッシュ後の得点計算（各自でしていただきます）にあると便利です。 

              主催者では貸し出しません。 
    ・コンパス（方位磁石）：お持ちになって競技に参加することをお勧めします。お持ちでない方は受付で貸し

出します（無料、ただし紛失した場合は弁償金として 2,000円いただきます）。 
    ・飲食物、現金：季節柄、蒸し暑くなることも予想されます。十分な量の水分を用意してください。 

                   競技途中にコンビニやスーパー、自動販売機等で購入できますが、事前にご用意いただいてもかまいません。 

【スケジュール】 

8:30    開場 

8:30～9:00  受付 

9:05から競技説明を行いますので、余裕を持って来場してください。 

事前申込の方はプログラム巻末にある「携帯電話番号提出用紙」にご記入いただき受付に
ご提出ください。引換に配布物をお渡しします。 

当日申込の方は会場備付の申込書に記入の上、参加料を添えて受付でお申込みください。
引換に配布物をお渡しします。 

 ［配布物］ゼッケン、安全ピン、プログラム、地図用ポリ袋、和泉市観光パンフレット 

                参加賞（ボールペン） 

    ゼッケンは 1チームに 1枚です。代表者が役員からよく見えるところにつけてください。 

希望者にはコンパス（方位磁石）を貸し出します。受付時にお申し出ください。 

公共交通利用クラス参加者のうち希望者には「フォト・ロゲイニング in 大阪いずみ」
専用南海バス 1日フリー乗車券（大人 800円、小児設定なし）を販売します。 

9:05   参加者集合、競技説明 

    競技に参加する準備をして、体育館前にご集合ください。 

          競技ルールを簡単に説明します。 

9:15   地図配付 

    地図とチェックポイント一覧表を配布します。 

    スタート時刻までは作戦タイムです。どう回るか考えてください。 

9:30   スタート 

    全クラス一斉スタートです。 

～13:30   フィニッシュ 

フィニッシュは会場です。スタート時刻からの経過時間がわかるストップウオッチ式デ
ジタル時計を用意します。チェックポイントと同様、デジタル時計の表示時間が分かる
ように撮影してください。その時間が所要時間となります。貸しコンパスはフィニッシ
ュの役員にご返却ください。 
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成績集計 

フィニッシュでは役員が結果提出用紙をお渡しします。チーム代表者の方は速やかに必
要事項を結果提出用紙に記入し、チェックポイントを撮影したデジタルカメラとともに
役員の写真確認を受けてください。成績は速報所に掲示します。 

13:30を過ぎてフィニッシュすると、大幅に減点になります。 

14:00 頃     表彰 

    集計が済み次第、各クラス上位チームを表彰します。 

14:00      フィニッシュ閉鎖時刻 

この時刻までには必ずフィニッシュに戻ってきてください。 

そうでない場合、チームは失格となります。また連絡がなければ行方不明者として警察
に届けることがあります。 

14:30      閉場 

           
【当日申込について】 

  事前申込を合わせて上限 200組まで当日申込を受け付けます。8:30から 9:00までの間に会場へお越しください。 

    参加料：大人 1人につき 3,000円（高校生以下 1,500円。小学生以下無料） 

    クラス： 一般混合の部…20歳以上の成人を含む 2～5名のチーム 

         一般男子の部…20歳以上の成人を含む男性のみの 2～5名のチーム 

         一般女子の部…20歳以上の成人を含む女性のみの 2～5名のチーム 

        ファミリーの部…小学生以下と 20歳以上の成人を含む 2～5名の家族チーム。 

   家族以外が入っても可 

       公共交通利用の部…20歳以上の成人を含む 2～5名のチーム。 

  南海バスの路線バスのうち指定区間のみ利用可能のクラスです。 

 基本的に 2～5名のチーム制で行います（当日申込のチームも表彰対象になります）。 

個人での申込（ただし 16歳・高校１年生以上に限る）も受け付けますが、表彰対象外となります。 

 
【使用地図】 

   A3版 1枚、縮尺 1:25000、等高線間隔 10m（基図として国土地理院 1:25000地形図を使用） 

   磁北線間隔 750m。一部加筆修正あり。 

   なお、次の特殊記号を使います。 

    パープルで縦の線を施した箇所：立入禁止 

    緑線：公共交通利用クラスで利用可能なバスが通る道 

    黒のト：柵 

   
【コースプロフィール】 

  史跡に富み、観光名所の多い和泉市を中心に、競技エリアは堺市や岸和田市にも広がっています。チェッ
クポイントをたどるには新旧市街地、田園地帯や起伏のある里山風景も楽しめるでしょう。チェックポイ
ントは史跡・名所だけでなく、自然の不思議や当地の高い技術を感じさせるもの、愛嬌のあるオブジェク
トなどさまざまに設定されています。気に入ったエリアのみを回るもよし、がんがん走って上位を目指す
もよし、体力に合わせてお楽しみください。 

 

【競技について】 

 １．制限時間は 4時間です。 

 ２．競技エリアには異なる得点の 43 個のチェックポイントが設けられています。チェックポイントの番号が
得点です。満点は 1500 点です。チェックポイントを回る順番は自由です。制限時間内にどれだけ多くの
得点を取れるかを競います。 
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 ３．競技開始の 15分前に次の 2点を配布します。 

    ・チェックポイントの位置と得点を記載した地図 

    ・チェックポイント一覧表 

競技開始時刻までの間に、どのように回るか作戦を立ててください。地図やチェックポイント一覧表に
書き込みをしてもかまいません。ペン等があると便利です。また、得点計算のために電卓があると便利
です。これらの道具は主催者では貸し出しません。 

地図とチェックポイント一覧表は耐水紙ではありません。汗や雨で濡れると溶ける恐れがあります。受
付で渡したポリ袋をご利用ください。地図とチェックポイント一覧表を背中合わせに入れると競技中に
扱いやすいです。 

 ４．競技中の移動は徒歩またはランニングのみとします。自家用車・自転車・タクシーなどでの移動は禁止
し、これらの乗り物を利用したチームは失格とします。 

   また、地図上でパープルの縦線で示された範囲への立ち入りは禁止です。 

公共交通利用クラスについては、南海バスの路線バスのうち指定区間のみ利用を認めます。利用できる路
線は当日役員が説明します。また、競技で使用する地図にはバスが通る道が緑線で示されています。バス
代金は各自負担となります。時刻表の提供は主催者では行いません。各自でお調べください。 

なお、利用可能区間に限り乗り放題の「フォト・ロゲイニング in大阪いずみ」参加者専用南海バス 1日フ
リー乗車券（大会当日限り有効、大人のみ 1人 800円、小児券の発売はございません）を当日会場で販売
します。必要な方はご購入ください。 

         （参考）南海バスWEBサイト http://www.nankaibus.jp/ 

 ５．各チェックポイントではデジタルカメラ（携帯電話等に付属のものでも可）で写真を撮影し、通過したこ
とを記録します。チェックポイントは地図の○印の中心にあります。チェックポイント一覧表の写真と同
じアングルで（チェックポイント一覧表に撮影方向の目安が書いてあります）撮影者以外のチームメンバ
ー全員を入れて（個人参加の方は除く）撮影してください。撮影のために使用できるデジタルカメラは 1

チームにつき 1台です。十分に充電しておいてください。 

 ６．チーム参加者は全員で行動しチェックポイントを回ってください。フィニッシュもチーム全員でしてください。 

 ７．競技中は GPS 受信機や市販の地図の携帯を認めます。なお、受付で配布した観光パンフレットに記載の
地図は、必ずしも正確とは限りません。 

 ８．他のチーム、また一般の人、店舗や交番等第三者に道を尋ねることは禁止します（事故やけが人の発生等、
緊急を要する場合は除く。チェックポイント一覧表に緊急時連絡先が記載されています）。 

 ９．競技終了時刻（13:30）を超過すると、１分までごとに 75点の減点になります（秒単位切り上げ）。競技
終了時刻に 20 分以上遅刻しそうな場合は、チェックポイント一覧表に記載の連絡先までご連絡ください。
また、競技終了時刻を 30分以上超過したチームは失格となります。 

１０．公共交通利用クラス参加の方で、バスの遅延によって競技時間を超過した場合でも、時間超過減点とな
りますので、ご注意願います。 

１１．いったんスタートした参加者は必ずフィニッシュに戻ってきてください。やむを得ない事情でフィニッ
シュに戻れない場合は必ず地図に記載の連絡先までご連絡ください。連絡が取れない場合は行方不明者と
して警察に届けることがあります。くれぐれも無断で帰宅することのないようお願いします。 

１２．その他、不正行為や下記の注意事項に違反する行為が発覚した場合は失格とします。 

 
【競技結果】 

フィニッシュでお渡しする結果提出用紙にチェックポイントを回った順番をご記入いただき、点数を計算
し、チェックポイントを撮影したデジタルカメラと共に役員に提出して、写真確認を受けてください。 
写真確認終了後、結果を速報所に掲示します。 

 

 
  なお以下の場合、該当するチェックポイントは不通過とみなし点数は無しとなります。あらかじめご了承
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ください。 

   ・撮影者以外のメンバー全員が写っていない場合 

   ・デジタルカメラや保存メディアの不具合、撮影保存時の操作ミス等により写真が確認できない場合 

 
（フィニッシュ地区レイアウト図）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【表彰】14:00をめどに確定次第 

各クラス 1～3 位の方には主催者より賞状と賞品を差し上げます。ただし、表彰時にいらっしゃらなかっ
たチームの賞品はジャンケン・抽選等をし、会場にいらっしゃる方に差し上げます。 

【大会 Web サイト】  

   http://www63.tok2.com/home2/kola/fu/rogaine/2012/  大会終了後、こちらに成績表を掲載します。 

【注意事項】 

・競技中、自動車が通行する道を通ります。中には交通量の多い道路もありますので、くれぐれも無理な横断
はせず、信号や跨道橋を利用してください。歩道のない道や幅の狭い路地もあります。歩道のある道路は歩
道を通行してください。なお、主要道路のトンネル内には歩道があります。また、鉄道の線路、高速道路
（阪和自動車道）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。 

・地図上で示された立ち入り禁止範囲だけでなく、耕作地（田んぼや畑）、民家の敷地等には絶対に入らないで
ください。 

・ゴミは各自持ち帰りましょう。 

・傷害保険には主催者側で加入しています（補償額：死亡・後遺障害 250 万円 入院 3,000 円/日 通院 
2,000円/日 当日申込者も対象）が、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します。 

 ・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。当日は蒸し暑くなることも予想
されます。十分な水分摂取を心がけてください。 

・競技中、トイレの使用できるチェックポイントは、チェックポイント一覧表に記載しています。 

・道の上に柵がある所があり、そこは地図の道上にも柵のマークが描かれています。会場に写真を示しますが、
柵の横には 30cm程度の隙間があり、主催者側では通行を妨げません。 

・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。 

・荒天の場合等、主催者の判断で開催を中止することがあります。中止の場合は当日朝6時までに大会ホームペ
ージでお知らせします。  

・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、チーム名、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。 

【問合先】 



6 
 

大会前日まで 

横田 実（よこた みのる） 

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

 電話 090-4299-2997(Softbank) 

大会当日 

 横田 実（よこた みのる） 

電話 090-4299-2997(Softbank) 

 

【いずみの国歴史館 観覧優待のご案内】 

   大会参加者の方は、チェックポイントになっている「いずみの国歴史館」特別展 

   「ほとけのかたち－和泉市内の仏像・仏画展－」  

     http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/event/1337245583124.html 
   を大会当日に限り無料で観覧できます。 

  いずみの国歴史館受付にてフォト・ロゲイニング in 大阪いずみの参加者であることをお申し出ください。 

開館時間：午前 10時～午後 5時（入館は午後 4時 30分まで） 

交通：泉北高速鉄道和泉中央駅下車、徒歩 20分。またはバス、緑ヶ丘団地(桃大正門前）下車 

住所：和泉市まなび野 2番 4（宮ノ上公園内 まなびのプラザ） 

 
------------------------------------------------------------（キリトリセン）-------------------------------------------- 

携帯電話番号提出用紙 
緊急連絡用として競技にお持ちになる携帯電話の番号をお書きください。 
この用紙と引換に配布物をお渡しします。 
 

ゼッケン番号  
チーム名  
代表者名  
電話番号  

コンパス貸出 要     不要 

 


