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北摂フォトロゲイニング大会 プログラム 

 
開催日：2014(平成 26)年６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 

主管運営：北摂フォトロゲイニング大会実行委員会 

         (大阪大学オリエンテーリングクラブをはじめとする大阪府下のオリエンテーリングクラブにより構成) 

後 援：池田市、池田市教育委員会、豊中市、豊中市教育委員会、箕面市、箕面市教育委員会、 

       （公社）日本オリエンテーリング協会  

協 賛：枻(えい)出版社、PowerBar、THE NORTH FACE(株式会社ゴールドウイン)、 

        PROTREK(カシオ計算機株式会社)（以上 JOA ナビゲーションゲームズ 2014 シリーズ戦協賛） 

集合場所：大阪大学豊中キャンパス 会場 

                 ［受付場所］言語文化 A棟ピロティ ［本部・更衣所］文法経講義棟 

交 通：阪急電鉄宝塚線「石橋」駅または大阪モノレール「柴原」駅下車 いずれも徒歩約 20 分  

下の地図を参照の上おいでください。会場付近の詳細地図は 3ページをご覧ください。 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[公共交通機関ご利用の方] 

   大阪・阪急梅田駅（JR 大阪駅に接続）から阪急宝塚線急行宝塚行きに乗車、石橋駅まで所要 16 分。 

   大阪空港から大阪モノレール門真市行きに乗車、柴原駅まで所要 6分。 

[自家用車ご利用の方]自家用車でのご来場は推奨しません 

   会場の大阪大学豊中キャンパスには車の乗り入れはできません。主催者では駐車場は用意しません。 

   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。 

   会場周辺駐車場は石橋駅周辺にコインパーキングがありますが、駐車台数が限られている上に道路が狭い

のでご利用はお勧めしません。大阪空港・蛍池駅周辺または千里中央周辺の大規模駐車場をご利用の上、

モノレールで来場することをお勧めします。 
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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。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 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時に貸し出し

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、蒸し暑くなることが予想されます。十分な量の水分を用意してください。 

           競技中でも市街地ではコンビニやスーパー、自動販売機等で買えますが、山に入ると

購入場所はありません。 

  ・帽子，日焼け止めクリーム：天気がよい場合、紫外線対策が必要な場合があります。 

【スケジュール】  

9:00    開場 

9:00～9:45    5 時間の部 受付 

9:00～10:45    3 時間の部 受付 

別添の「携帯電話番号提出用紙」をご記入いただき受付にご提出ください。引換に配布物

（ゼッケン、安全ピン、地図用ポリ袋、参加賞）をお渡しします。 

受付での混雑を避けるため、「携帯電話番号提出用紙」はできるだけご来場前にプリント

アウトし記入をお願いいたします。 

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。 

10:00   5 時間の部 参加者集合、競技説明 

    競技に参加する準備をして、スタート地区にご集合ください。 

          競技ルールを簡単に説明します。 

10:15   5 時間の部 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。 

10:30   5 時間の部 スタート 

    全クラス一斉スタートです。 

10:30～11:00   地図読図講習会 ※要項でのご案内より 30 分遅くなっています 

          3 時間の部の参加者でご希望の方を対象に簡単な講習会を行います。 

          参加ご希望の方は 10:15 頃までに受付をお済ませになり、競技の準備を整えてから 10:30

に受付付近にご集合ください。参加無料、事前申込は不要です。 

11:00   3 時間の部 参加者集合、競技説明 

11:15   3 時間の部 地図配付 
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11:30   3 時間の部 スタート 

          5 時間の部と同じ流れです。 

～14:30   3 時間の部 フィニッシュ 

フィニッシュはスタートと同じ場所です。デジタル時計を置いておきますので、チェック

ポイントと同様に、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。 

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。 

フィニッシュ時刻を過ぎてフィニッシュすると、大幅な減点となります。 

15:00 頃   3 時間の部 表彰 

    集計が済み次第、各クラス上位チームを表彰します。 

～15:30   5 時間の部 フィニッシュ 

成績集計 

16:00 頃   5 時間の部 表彰 

          3 時間の部と同じ流れです。 

16:30   閉場 

連絡なくこの時刻までにフィニッシュに戻っていらっしゃらないと行方不明者として警

察に届けることがあります。 

【会場レイアウト】 

・受付から更衣室(文法経講義棟)へは右図の矢印の 

 ルートでお越しください。 

 更衣室として使用する部屋は当日文法経講義棟入 

口と該当する教室の入口に掲示します。 

トイレは文法経講義棟内にあります。 

・更衣室は狭いため、譲り合ってご利用ください。 

 荷物は更衣室に置いておいていただいてかまいま 

せんが、紛失・破損に関しては主催者は責任を負 

いません。 

・結果提出用紙の提出場所(写真チェック場所)と大 

会本部は文法経講義棟 2階「法 22 講義室」です。 

・成績速報は文法経講義棟入口付近に掲示します。 

・表彰式は文法経講義棟入口付近で行います。 

・売店「コミュニティストア大阪大学店」は大会当 

日は閉まっています（日曜休業）。スタート前に 

飲食物が必要な方は大学構内に入る前にご用意く 

ださい。 

・大学構内は日曜でも歩行者・自転車・車の往来が 

少なからずあります。それら一般の方の通行を妨 

げないよう配慮をお願いします。ウォーミングア 

ップをされる際は十分ご注意いただき、競技説明 

と作戦タイムの時は道路を塞いでしまわないよう 

お願いします。 

・スタート地区のすぐ西側にある芝生広場には立ち 

入らないでください。 
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【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 1000m。磁北線は、青色で引いています。 

一部加筆修正あり。地図記号は国土地理院電子地形図 25000 凡例に従う。 

なお、次の特殊記号を使います（特殊記号の凡例は競技用地図にも掲載します）。 

 紫の○：チェックポイント（横の数字が点数） 紫の◎と△の重なり：スタート・フィニッシュ 

紫で縦の線を施した箇所：立入禁止 紫で×印を付けた道：通行禁止 緑線：阪急電鉄の利用可能区間 

 

「国土地理院電子地形図 25000 凡例」は左の通りで

す（競技用地図には掲載しません）。 

ただし、今回の使用地図では 

高速道路：赤太線 

国道：黄太線（国道番号のマークは使用せず） 

都道府県道：白太線（一般の車道と区別せず） 

とします。緑太線は使いません。 

 

今回の使用地図と従来の紙の国土地理院地形図と

の 大の違いは、建物をオレンジで表すことです。 

以下に見本を示します（1:25,000 地形図「伊丹」よ

り、2倍弱に拡大しています）。 

 

［今回の使用地図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［紙版の国土地理院地形図］ 
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【コースプロフィール】 

南北は五月山・箕面山から服部緑地・大阪空港滑走路南端、東西は猪名川から新御堂筋までの範囲にチェックポ

イントを置きます。面積で約 4分の 1、チェックポイント数で約 3分の 1を山地が占めます。 

遠くて行きにくいポイントだけでなく、近くて行きやすくてもコース設定者がぜひ行ってほしいユニークなチェ

ックポイントは点数が高めに設定してあります。そのため、走力のない方やのんびり回る方でもそこそこの点数

が取れるようになっています。 

しかし、上位を狙うためにはしっかりした作戦と長時間を走り切る体力が要求されます。特別ルールの阪急電車

利用が勝敗の鍵を握るかもしれません。 

 

【競技について】 

１．制限時間は 5時間または 3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 2014 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。 

３．競技の準備を整えて、競技開始の 30 分前にスタート地区（3ページ「会場レイアウト」参照）にご集合くだ

さい。競技中の注意事項等を説明します。 

４．競技開始の 15 分前に次の 2点を配布します。 

 ・競技用地図（チェックポイントの位置と得点を記載してあります） 

 ・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。 

 チェックポイント一覧表の説明部分の赤字は重要事項です。チェックポイントに到達するのに必要な事項

で地図には記載しきれない事項が書いてある場合があります。よく読むことをお勧めします。 

   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。 

５．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・鉄道・バス・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。 

   ただし、特別ルールとして阪急電鉄の次の区間のみ利用を認めます。競技用地図にも利用可能区間を緑線

で示します。運賃は各自でご負担ください。 

  宝塚線 曽根～池田  箕面線 全線 （うっかり宝塚線の区間外に乗り越しても失格にはしません） 

地図上で紫の縦線で示された範囲への立ち入り、紫の×印のついた区間の道の通行、山林部分で道や小径を

外れて林の中を突っ切ることは禁止します。 

６．地図中央部には、東西に通る中国自動車道が赤色で表示されています。地図をパッと見た感じでは横断可能

地点は少ないように見えますが、実際には歩道橋、高架下、交差点、地下道など、横断できるところは多数

あります。これら一般の歩行者が安全に横断できるところは通行してかまいません。 

  歩道橋、地下道は競技用地図には表記されていません。あらかじめご了承ください。 

７．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。地図の○印の中心がチェックポイントの位置です。 

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。 

通過記録写真の撮影はカメラの故障等やむを得ない場合を除いて同じ１台のカメラでしてください。 

８．チームメンバーは常に全員一緒に行動し（30m 以上離れないこと。単独行動や特定のメンバーだけが回ると

いったことはいけません）、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。 
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９．競技中はナビゲーション補助機器（GPS 受信機、距離計、高度計等）や市販の地図の使用を認めます。 

10．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）。 

11．フィニッシュ時刻を超過すると、１分までごとに 50 点の減点になります（秒単位切り上げ）。 

  フィニッシュ時刻に 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、フィニッシュ時刻を 30 分以上超過したチームは失格となります。 

12．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。 

13．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、

点数を計算し、用紙を役員に提出してください。その際、役員による写真確認を行いますので、デジタルカメラ

もお持ちください。 

 写真確認終了後、結果を速報所に掲示します。順位は点数の多さで決まります。同点の場合は所要時間の短い

チームを上位とします。 

 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 

 

【表彰】 

 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。 

  ※要項では「個人参加の方は表彰対象外」としていましたが、チーム戦クラスと同様に表彰し、賞状と賞品

を差し上げます。ただし JOA ナヴィゲーションシリーズ 2014 シリーズポイントの対象にはなりません。 

 

【大会 Web サイト】  

http://www63.tok2.com/home2/kola/fu/rogaine/2014/  大会終了後、こちらに成績表を掲載します。 
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【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・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（国

道 171 号など）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、高速道路（中国自動車道・阪神高速）、

歩道のない高架道路（国道 171 号バイパスや中国池田インターの取付道路など池田市南部に多くあります）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。 

以下の道路標識は絶対に厳守してください！ 
 

 

       歩行者通行止め        歩行者横断禁止 

 
 

・競技中は山中のハイキングコースや観光客の多い道を通る場合があります。そういった場所では観光客・ハイ

カーの方に恐怖感を与えないよう、一声掛けたり、状況によっては走らないなどの配慮をお願いします。 

・神社仏閣の境内では走らないでください。 

・地図上で示された立入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。また、山の部分で道から外れて林を突っ切ることも禁止します。 

地図に表記された立入禁止区域（紫の縦線）の境界のすぐ外側にある道は通れます。 

・ゴミは各自持ち帰りましょう。主催者ではゴミ袋・ゴミ箱は用意しません。 

・傷害保険には主催者側で加入していますが、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が予想さ

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。 

・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】 

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 

 阪本 博（さかもと ひろし） 

電話 090-3677-2580(au) 
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【特別ルール・阪急電鉄活用ガイド】 

競技中に利用できる阪急電鉄の路線図をこのページの一番下に掲載します。 

競技時間中は宝塚線、箕面線とも普通が 10 分毎に運転されています。宝塚線普通の宝塚方面行きは宝塚行きで

はなく雲雀丘花屋敷（ひばりがおかはなやしき）行きです。箕面線は線内（石橋～箕面）の折り返し運転です。 

各駅間とも運転時間は約 2分です。 

さらに宝塚線の池田～豊中では急行(梅田行きと宝塚行き)も競技に使えます。こちらも10分毎の運転ですので、

池田～豊中は 1 時間に 12 本の列車が利用できます。ただし急行と普通とを合わせた運転間隔はおおむね 3 分間

隔と 7分間隔の繰り返しになります。 

梅田行き急行にご乗車になり、豊中で降りるつもりがうっかり乗り過ごすと次は大阪の十三（じゅうそう）まで

止まりません。乗り過ごして利用可能区間外に出てしまった場合、失格にはなりませんが大幅に時間をロスする

ので、乗り過ごさないよう十分ご注意ください。宝塚行き急行は豊中から終点の宝塚まで各駅に止まります。 

 

運賃は区間により 150 円または 190 円（小人 80 円または 100 円）です。全国の主要な交通 IC カードが利用でき

ます。 

阪急電鉄に 1日乗り放題のチケットはありますが、今大会では競技プラス会場への行き帰りに利用しても価格的

に元が取れないと思われるのでここでは紹介しません。使用は妨げませんので、興味のある方は阪急電鉄のサイ

トをご覧ください。 

人数の多いチームだと回数券の利用がお得かもしれません。10 枚分の運賃で 14 枚、または 5 枚分の運賃で 7 枚

の「土・休日回数券（大人用のみ）」が利用できます。阪急の回数券は JR の回数券と違い、150 円区間の回数券

なら 150 円区間のどの駅間にも使用でき、また下車駅の自動精算機で運賃差額の 40 円を支払うことによって 190

円区間にも乗車できます。購入は各駅の自動券売機でできます。 
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参加チーム一覧表
参加クラス ゼッケン番号 チーム名 印 氏名１ 氏名２ 氏名３ 氏名４ 氏名５
5時間家族 5F01 チーム桜口 池谷　つるの 池谷　航介 池谷　流斗 池谷　せりの
5時間家族 5F02 KAWASAKI’S 河崎　節 河崎　千里 河崎　聖 河崎　豪
5時間家族 5F03 アリマックス 有馬　正浩 有馬　幸子 有馬　大智 有馬　士道
5時間家族 5F04 Team Heart Golds 上田　脩司 上田　皓一朗 上田　浩嗣
5時間家族 5F05 CASSO 津田　はるな 中武　詩津花 津田　かのん
5時間個人 5P01 アコピーズ 中嶋　一史
5時間個人 5P02 ジャーニーラン 長尾　康久
5時間個人 5P03 つうばいつう 北村　智子
5時間個人 5P04 WR蒼きラストサムライ 立石　篤史
5時間個人 5P05 わらってよりとも 高橋　誠
5時間混合 5X01 ロゲ　ブーA 大島　瞳 長谷　史雄 松田　卓士 林　芙紀 水谷　真紀子
5時間混合 5X02 ロゲ　ブーB 小林　慎吾 朝日　健太 寺内　礼子 川渕　郁子 万木　佳代子
5時間混合 5X03 ロゲ　ブーC 保田　友司 稲垣　豪 井上　恵美子 天野　匡美 佐藤　未奈
5時間混合 5X04 山爽走 金川　貴志 牛田 朱美 浜野 まゆか 村田 和隆 久下 良平
5時間混合 5X05 OLCレオ ★ 河合 利幸 奥村 理也 阿部ちひろ 帯金 未歩
5時間混合 5X06 WRロゲイン隊　ひまわり～ず 田中　博 北口　曜子 岩城　美紀 船曳　妙子
5時間混合 5X07 トレラン大阪つながり 石井　伸和 細谷　康太 中西　貴子 福元　愛
5時間混合 5X08 ロゲ　ブーD 森　義隆 三輪　祐子 森本　怜子 中根　彩香
5時間混合 5X09 ゆるRUN☆ 奥田　有紀 浅海 寛子 山田 哲生 森 大
5時間混合 5X10 お菊ドンとそのしもべたち 景山　寛 菊岡　政夫 菊岡　安代
5時間混合 5X11 笑うクラムボン 中尾悦子 加藤陽子 岩崎生
5時間混合 5X12 のりPとゆかいななかま 笹川典子 吉永亜美 梅本奨大
5時間混合 5X13 チームありまろplus 有田　康宏 堤　健二 萬代　和美
5時間混合 5X14 いきあたりばったり 伊藤　朋子 千葉　広美 水澤　宏之
5時間混合 5X15 北摂を楽しもう！ 岡田　美恵子 山田　成之 片岡　昭子
5時間混合 5X16 ゆるRUN☆2 浅井　あゆみ 堤本　寿子 中道　拓也
5時間混合 5X17 TRIANGLE 高木　昌子 松瀬暢子 井波利勝
5時間混合 5X18 山遊走楽 大石　伸之 山口　陵 西島　加寿子
5時間混合 5X19 COOL RUNNING 3号 篠原　正樹 宮嶋 美穂 野田 啓一
5時間混合 5X20 ★★メテオラ★★ 吉川　博子 祝部　茂樹
5時間混合 5X21 ラタマキュー 林　武彦 中平　祥子
5時間混合 5X22 チーム150 河原節子 稲垣完
5時間混合 5X23 ジーノ３２０ 長坂百合子 井手悠貴
5時間混合 5X24 欽ちゃん走り 河本　潔 河本　多美子
5時間混合 5X25 いつまでも３３歳 柏本　政幸 奥山　全子
5時間混合 5X26 ガラスの２０代 松村　保真 吉田　ゆに華
5時間混合 5X27 迷っても２人 石井　護 石井　智恵
5時間混合 5X28 MooMoo 宇城　香 宇城 英昭
5時間混合 5X29 トリプルアクセル 瀬谷　全那 瀬谷　利花
5時間混合 5X30 WRロゲイン隊  鬼嫁 桑山　美帆 中島  一人
5時間混合 5X31 ＷＲロゲイン隊　伊丹 井口　邦弘 水谷　みどり
5時間混合 5X32 WRロゲイン隊ステイツグラン迷迷 古割　一哉 古割　麗
5時間混合 5X33 フランスパンダ 林　香住 友野 英昭
5時間混合 5X34 ＷＲロゲイン隊　親子 川嶋　吉弘 袖長　直子
5時間混合 5X35 ぴのこんち 山田　尚明 橋詰　美香
5時間混合 5X36 ラントレ関西 廣瀬　紹三 樋口晴美
5時間混合 5X37 まんぼぅ！ 岡田　葵 河内 祐也
5時間混合 5X38 ＧＮＫ 青柳　彰吾 福本 洋子
5時間混合 5X39 ログポーポ 山下　桂子 橋口　遼太
5時間混合 5X40 ＷＲロゲイン隊 異母姉弟 井上　隆史 山下　智子
5時間女子 5W01 つぼちゃん’Ｓ 奥原　妙江子 山部　真由美 山下　佳世 大谷　由紀
5時間女子 5W02 くった☆のんだ☆わらった 藤井　智子 中野　寛子 内橋　摩耶
5時間女子 5W03 TEAM ロゲ猿 1001 森脇　亜子 鈴木 景子 藤田 みほ
5時間女子 5W04 チームBitch 川崎　麻実子 小山　操 平尾　紗由里
5時間女子 5W05 ラビッツ 松下　優子 中村 亜紀 奥村 幸代
5時間女子 5W06 チーム飲みたGIRLS 秋房　麻理 福田　珠己
5時間女子 5W07 WRロゲイン隊 マジまり 西野　真帆 山本　真理子
5時間女子 5W08 めっちゃええちーむ 澤地未来 加藤和美
5時間女子 5W09 チームみきちゃん 前田　幹 前田　こずえ
5時間女子 5W10 アジアご飯 栗原　葉子 宗 千栄子
5時間女子 5W11 WRロゲイン隊　Wind　蘭 新田　津基子 田中　恵子
5時間女子 5W12 バンビーナ 引頭　幸子 神山　佳織
5時間男子 5M01 北摂を走ろう！！ 岡本　大輔 荻野 靖之 近藤 雅之
5時間男子 5M02 仲良し３人組 福井　和久 古田　達也 沖塩　豊武
5時間男子 5M03 オジサンズ 中尾　誠 小池　史朗 松田　忠久
5時間男子 5M04 KSW 松田　浩史 田中聡 山本英樹
5時間男子 5M05 マッパ ★ 田中公悟 竹内利樹
5時間男子 5M06 OLK29.5 ★ 福西　佑紀 田中　裕也
5時間男子 5M07 変態パワー 池町　佳生 江連　忠男
5時間男子 5M08 runDNA 國富　徳英 池上　裕倫
5時間男子 5M09 シリカゲル 藤本　拓也 前田 裕介
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北摂フォトロゲイニング大会

5M10
5時間男子

一生懸命走ります！

番号 

Ｍ…男子 

Ｗ…女子 

Ｆ…家族 

Ｘ…混合 

Ｐ…個人 

クラス 

チーム名 

大会名 

参加クラス ゼッケン番号 チーム名 印 氏名１ 氏名２ 氏名３ 氏名４ 氏名５
3時間家族 3F01 進撃の関西人！ 本多　陽子 本多　ゆうき 有水　あつこ 斎藤　ゆっこ 井阪　王子
3時間家族 3F02 いいだけ 飯田　健介 飯田まゆみ 飯田胡桃 飯田なつめ 飯田柊
3時間家族 3F03 チームカブトムシ 大紫磨　督子 大紫磨　周三 大紫磨　煌明 大紫磨　央醒
3時間家族 3F04 トロッターズ 荒川　裕美 荒川　昌巳 荒川　瑞樹 荒川　沙綾
3時間家族 3F05 丹波篠山 森田庭園 森田　大介 森田 明子 森田 悠莉
3時間家族 3F06 チームHaruka 塩田　友美 塩田　直也 塩田　遙
3時間家族 3F07 かさねっこ 岡本　雅樹 簗瀬　朋子 岡本　華実
3時間家族 3F08 モッシー 飯田　秀一 飯田　ひかる
3時間個人 3P01 こなもん大好き！ ☆ 阿部　昌隆
3時間個人 3P02 天満ALC3 大在家　大作
3時間個人 3P03 スプリット 入江　綾
3時間個人 3P04 小西　貴雄 小西　貴雄
3時間個人 3P05 DEGA-MON一家 今はひとり 久保　徹
3時間混合 3X01 チームつよし 中島　洋平 松本　和美 市田　裕紀子 大石　佳央梨 中西　一起
3時間混合 3X02 ハーリーズ 針本　春 針本　修次 立田　ゆみ 服部　愛
3時間混合 3X03 キャッツアイ 坂口　敦 中村　絵美子 川崎　正登
3時間混合 3X04 天満ALC1 新納　宏昌 岩本　明美 山本　賀子
3時間混合 3X05 チームくらり ★ 片山雅之 片山桂子
3時間混合 3X06 つくしぐみ 野口　正弘 野口　紀美
3時間混合 3X07 チームぶたのぶた ★ 谷垣　宣孝 谷垣　道代
3時間混合 3X08 チームロゴ 中江　得雄 中江貞子
3時間混合 3X09 オムライス 大石　健之 安場　昌子
3時間混合 3X10 タカの爪 上田　清人 上田　綾子
3時間女子 3W01 Ｈａｐｐｙ 田中幸子 田中幸菜 田中幸碧
3時間女子 3W02 Team IZUTA ★ 出田　裕子 出田　涼子
3時間女子 3W03 チームまるたま 轟　かおり 浅井 梨恵
3時間女子 3W04 ち～む☆なかいし 石川　恵子 中川　明子
3時間男子 3M01 TEAMのせでんハイキング 難波　倫 中山　健太郎 小林　允樹
3時間男子 3M02 天満ALC2 冨田　篤志 河野　拓三 楠　真吾
3時間男子 3M03 チーム名　C 尾田　裕一 山本　幸範

★…JOA競技者登録番号を持っている方が、参加されているチームです。

　　JOAナヴィゲーションゲームズ2014シリーズ戦ランキング対象となります。
　　（☆は、登録番号保持者ですが、個人のため、ランキング対象外になります）
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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 

 
 
 

 


