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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 岐阜大会 

織田信長公岐阜入城・岐阜命名４５０年記念 協賛事業 

   ～「岐阜シティ・ロゲイニング」～ 

プログラム 
■開催日：2017(平成 29)年 10月 29 日（日）  

雨天決行・（競技中止の場合の対応は、下記競技中止方針参照） 

■主 催：岐阜県オリエンテーリング協会 

■後 援：（公社）日本オリエンテーリング協会 

■協 賛：The North Face、エイ出版、Power Bar、PROTREK、Millet、TRIMTEX  

（以上 JOA ナビゲーションゲームズ 2017 シリーズ戦協賛） 

■協 力：和菓子処 緑水庵 

    

 

 

 

 

■会 場：みんなの森ぎふメディアコスモス (岐阜市司町 40番地 5)  開館時間９時  

電話 058-265-4101     http://g-mediacosmos.jp/    

■会場への交通アクセス 

（電車でお越しの場合）   

JR岐阜駅または名鉄岐阜駅より徒歩約 25分 

駅からバスでお越しの場合は、下記をご参照 

ください。 

（バスでお越しの場合） 

      岐阜バスにて駅から２１０円 約１５分 

    長良橋方面(バス方向幕先頭Ｎ表示)  

  「メディアコスモス・鶯谷高校口」バス停 

 より徒歩 3分 

金華橋方面(バス方向幕先頭Ｋ表示) 

 「メディアコスモス前」バス停下車すぐ 

忠節橋方面一部路線(バス方向幕先頭Ｃ表示)及び市内ループ線右回り 

「市民会館・裁判所前」バス停下車すぐ 

（車でお越しの場合） 

東海北陸自動車道・岐阜各務原 ICから車で約 20分 

名神高速道路・岐阜羽島 ICから車で約 30分 

メディアコスモス有料駐車場 メデイコスのすぐ東側 

 利用台数 約 300台  利用可能時間 8時 30分～21時 30分 

利用料金 30分/100 円 ※館内利用者は入庫後 2時間まで無料 2時間無料認証機で認証 

      メディアコスモス付近及び柳ヶ瀬に民間コインパーキングあり(長時間となるため推奨) 

会場では、他の

イベントも開催

されていますの

で、プログラム

をよくお読みく

ださい。 
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主催者ご挨拶 

２０１７年は、１５６７年、織田信長公が「井ノ口」に入り「岐阜」と命名してから４５０年の節目

の年です。これを記念し、織田信長公にゆかりのある４府県（愛知・岐阜・滋賀・京都）を舞台に、ロ

ゲイニング大会を実施します。  

第１戦は、岐阜大会。岐阜城は、難攻不落の城としても知られ『美濃を制すものは天下を制す』 と言   

われ、戦国時代には斎藤道三公や織田信長公がこの城主となりました。この城の麓には源流を郡上市高

鷲の大日ヶ岳に発し、多くの支流と合流し木曽三川の一つとして伊勢湾に流れ込む長良川があります。

長良川では 1300年以上の歴史がある鵜飼が行われ、信長公がおもてなしに利用したと言われます。 

ロゲイニングの参加経験のある方はもちろん、ロゲイニングに初参加の方も、信長公という歴史上の

人物をテーマとした今回、信長公とロゲイニングというナビゲーションスポーツに親しんでいただき、

その両方の魅力に触れていただければと思います。なお、市街地を利用しますので、通行には十分気を

付けて楽しんでください。 

 岐阜県オリエンテーリング協会 

会 長  大場 尊美 

 

競技内容 

制限時間内に地図に記載されたチェックポイントを自分の足だけで移動しながら自由な順序で回り、

チェックポイントごとに付けられた得点の合計を競うナビゲーション・アウトドアスポーツです。デジ

タルカメラ（携帯電話）での撮影画像がチェックポイントの通過証明となります。 

 

競技種目とクラス 

種 目:制限時間５時間の部・３時間の部。 

1チーム 2～5名。（オープンとして３時間クラスの個人参加可） 

クラス：種目ごとに男子・女子・男女混合・家族（小学生を含む）・シニア(60歳以上メンバー含む) 

     シニアについては、５時間の部のみエントリーあり。 

 

競技スケジュール 

  全体日程(予定) 

9:10  受付開始 (開館 9:00) 

   （みんなのホール前） 

    更衣（考えるスタジオ） 

9:50  開会式・競技説明・諸注意 

   （みんなのホール） 

10:30 競技開始  

   （みんなの広場カオカオ） 

13:30 ３時間の部 競技終了 

14:30  ３時間の部表彰式 

（みんなのホール） 

15:30  ５時間の部 競技終了 

16:30  ５時間の部表彰・閉会式 

（みんなのホール） 

 

フィニッシュ スタート 

駐車場 

更衣室 

受付・チーム

得点集計場所 

開会式等会場 
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競技の流れ 

受付・更衣（9:10-9:50） 《みんなのホール前》 

・参加者全員で受付し、このプログラムにある最終エントリー票を事前に記入し提出してください。参

加賞をお渡しします。また、参加費に過不足ある場合、精算お願いします。 

・更衣室は、「考えるスタジオ」になります。男女別に部屋を分けます。荷物を置くことはできません。

荷物は、「みんなのホール」の客席に置いてください。なお、貴重品は各自で管理お願いします。 

・受付が短時間に集中しますので、順にご案内します。混雑している場合は、先に更衣してください。 

※初心者の方で、競技について説明が必要な方は、受付に申し出てください。（初心者説明は９時５０分まで） 

 

開会式・競技説明・諸注意（9:50～10:05） 《みんなのホール》 

・競技に参加する準備をし、必ずご参加ください。開会式に続き、競技説明・諸注意などを行います。 

・終了後、速やかにスタート地区(みんなの広場カオカオ)へ移動してください。 

 （みんなのホールは、10時 15分以降 13時 30分頃まで施錠しますのでお気を付け下さい。） 

 

競技開始（10:10～10:30） 《みんなの広場カオカオ（メディアコスモス南側 メインエントランス前）》 

・はじめに参加者全員で記念撮影を行います。ご協力お願いします。 

・広場では、他のイベントである「ぎふオレンジリボン 2017」が開催されています。そのイベントに

あわせ、10時 15分頃からウォーミングアップとして「ミナモ体操」を行います。 

・スタート 10分ほど前に地図とチェックポイント一覧を一人１部配布します。スタート時間まで、 

作戦タイムとします。チームで回る順番などを考えてください。 

・スタート時間は 10:30です。全参加者一斉にスタートします。 

・なお、雨天の場合、みんなのホール前に変更します。ホール前からのスタートとする予定です。 

 

３時間の部 競技終了（フイニッシュ）(～13:30）《メディアコスモス東側 東エントランス付近》 

・チーム全員そろってフィニッシュしてください。（スタッフが確認します） 

・フィニッシュは、メディアコスモス東側 東エントランス付近にある時計を撮影することによりフィ

ニッシュとします。チェックポイントと同様に、時計の表示時刻が分かるように撮影してください。 

ここでは、他のメンバーを入れなくて時計のみの撮影として下さい。 

・競技終了時刻 13:30に間に合わなかったチームは減点となります。（１分迄ごとに 100点減点） 

・競技終了時刻を 30分オーバーしても帰ってこなかったチームは失格となります。 

・競技終了時刻を過ぎた場合は、途中でも競技を止めて会場へ向かって下さい。 

 

得点集計（13:30～）《みんなのホール前からホールステージ》 

  ・フィニッシュ後、東エントランスから、「みんなのホール前」（受付をした場所）に向かってくださ

い。なお、雨天の場合、エントランス外で雨などを拭き取ってください。（タオルを準備します） 

・競技終了後の得点集計は、すべて手作業となります。 

・以下の作業を参加者の皆様のご協力をお願いします。 

(1) 自チームの得点集計 

「みんなのホール前」にて得点集計用紙をチームごとに一枚お渡しします。回ったチェックポイ

ントを順番に記入してください。フィニッシュ時に撮影した時計の時間をフィニッシュタイムと

して記入し所要時間を計算してください。 

プログラムとの変更点など、当日、会場受付

で公式掲示しますので、ご注意ください。 
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みんなのホール 

(2) 集計した得点の報告 

チーム代表者は、「みんなのホール」内ステージにあが

り、役員に得点集計用紙を提出し、チェックポイントを

撮影した写真の確認を受けてください。コンパスを借り

た方はご返却ください。 

 

・得点が多いチームから順位がつきます。同点の場合には先

にフィニッシュしたチームが上位となります。制限時間内

にフィニッシュするよう作戦を立てることも競技の一部です。 

・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、点数は付与されません。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 

・デジタルカメラの不具合や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 

・成績はみんなのホール内にて、速報掲示します。ご自分でも合計点に関してはご確認ください。 

・疑問点がある際はステージ上の本部までお申し出ください。 

 

３時間の部表彰式（14:30頃 前後します）《みんなのホール》 

・各クラス上位 3チームが確定し次第、順次表彰を行います。（除く：３時間個人オープン） 

・みんなのホール内にて、成績を速報するとともに、最終結果を岐阜県協会の webで発表します。 

・表彰式後、参加者を対象に抽選会を実施します。 

 

５時間の部 競技終了（フイニッシュ）(～15:30）《メディアコスモス東側 東エントランス付近》 

・３時間の部と同じ流れです。なお、広場では、他のイベントである「ぎふオレンジリボン 2017」の

たすきリレーゴールイベントが開催されています。フイッシュの際に混乱しないようご注意ください。 

・３時間の部の表彰式が開催されている場合、先に更衣行って頂くなどお待ちいただく場合があります。 

 

５時間の部表彰式・閉会式（16:30頃 前後します）《みんなのホール》 

・３時間の部と同じ流れです。 

 

閉場 17:30          

※連絡なくこの時刻までにフィニッシュに戻られない方は行方不明者として警察に届けることがあります。 

 

競技の説明 

地図 

・1:20,000の地図(国土地理院の基盤地図情報を許可を得て使用し作成)地図にはチェックポイント位置

を○で示し(○の中心が撮影位置)、またそこで撮影した写真の一覧表を配布。サイズはＡ３，縦版。 

 

競技範囲 

 ・東西約６km、南北約７km。地図の△がスタート、◎がフイニッシュの位置となる場所です。 

・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。 

ステージ 役員チエック 

本部 
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・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

回るといったことのないよう。）、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。30m 以上離れて競技していることを役員が発見した場合は失格になることがあります。 

 

コース 

・チェックポイント数は４２箇所。チェックポイントの番号がそのまま得点になります。 

 ・最低得点：１５点 / 最高得点：２４０点 すべてのチェックポイントの得点総合計：２４５０点 

・チェックポイント一覧表の説明部分は、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。 

・制限時間に間に合わなかった場合は、制限時間後から 1分までごとに 100点の減点となります。その

後１分超過するごとに 100 点ずつ減点されます。３０分超過で失格です。 

・競技中、ナヴィゲーション補助機器（GPS 受信機、距離計、高度計等）の使用を認めます。 

 

デジタル写真撮影（カメラ機能付き携帯電話・デジカメ）による通過証明方式 

・地図と合わせてチェックポイント一覧をスタート時に配布します。 

・チェックポイント一覧には特徴物の写真を掲載してあり、この特徴物の前で撮影者以外のメンバー全

員を入れて写真撮影していただくことで、通過証明とします。（個人参加の方は除く） 

・基本的に、チェックポイントには、もともとそこにある特徴物があるだけです。 

・フィニッシュ後、ただちに通過箇所の検証を行いますので、撮影した写真がすぐに確認できる表示画

面をもったカメラ(携帯電話含む)を準備してください。 

 

給水・給食 

・給水,給食所は特に用意しません。競技中、その他の場所での給水・給食は参加者にて準備願います。 

・競技中は、水分を十分取ることや、暑さ寒さ対策など気をつけてください。 

・会場にはトイレがありますが、競技中は各自公園等のトイレをご利用ください。 

 

参加者が準備するもの装備 

［必携品］ 

・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。 

競技終了まで電池切れを起こさないよう、充分な充電と余裕のある使用方法

をお願いします。受付時に緊急連絡用携帯電話を受付に申し出てください。 

［推奨品］ 

・コンパス(方位磁石):希望者には受付時に貸し出します。20個先着順です。 

（無料、ただし紛失した場合は弁償金として 3,000 円いただきます）。 

・服装・着替え等     : 競技中の服装については特に規定はありません。市街地の中を多く走りま

すので、節度のある服装で参加してください。また、天候等により濡れた

り汚れたりする場合があります。それを考慮した服と靴でご参加ください。

また、着替えをご持参することをお勧めします。 
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・筆記用具(ペン等) ：作戦を立てる時にあると便利です。主催者では貸し出しはしません。 

・飲食物、現金     ：水、食糧などの装備品については制限しません。市街地開催ですので、飲食

物は競技中でもコンビニやスーパー、自動販売機で買えます。 

・その他 雨具、救急キット、保険証など行動にあわせてご準備ください。 

 

主催者が準備するもの装備 

地図１枚（ A３サイズ、縮尺 1:20,000）、チェックポイント一覧、地図用ポリ袋（Ａ３） 

・スタート１０分前までに、一人 1部ずつ支給します。 

・地図は現地の状況をできる限り正確に表現していますが、地図調査時と競技日との時間的な変化

があり地図表現にも限界があることをご理解ください。 

・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。雨で濡れると溶ける恐れがあります。 

 

注意事項 

 (競技面) 

・地図で立ち入り禁止と書いてなくても、現地で通行禁止になっている場所は通らないでください。 

・公園などの明らかに通ってよい場所は通行しても構いません。現場の社会常識にあわせて通行して

ください。 

・畑、民家などの私有地には入らないなど、一般的なマナーを守ってください。 

・チーム 1 台の携帯電話を所持し、緊急時には地図に記載の連絡先に連絡をして下さい。 

・一部神社・仏閣の敷地内にポイントがあります。敷地内では歩く、大声を出さないなど節度のある

行動を取ってください。 

   ・撮影時から状況が変わっている箇所については完全に把握できていない場合があります（直近の工

事で立ち入り禁止になってしまった等）。その場合はもっとも近寄れる場所で、その場所の全体像が

分かる風景写真を撮るなど臨機応変に対処しフィニッシュ後役員チエックの際報告してください。 

・フィールドは、すべて地元の方の持ち物（財産）だということを理解して競技お願いします。 

・本大会のエリアは、市街地を多く含んでいます。一般の通行の方への配慮も十分お願いします。ま

た、大型自動車の通行量の多い道路や歩道のない場所を横断、縦断する可能性がありますので、交

通法規を遵守し交通事故に十分注意して競技してください。 

(今後の大会開催が不可能となる場合もありますので、法規違反は失格とします)。 

 

(健康面・保険面) 

・各自の責任において健康管理を十分におこない、体調には万全の配慮をした上でご参加ください。 

・万一体調などに異常が生じた場合は、すみやかに競技を中止してください。 

・競技中の怪我等については、応急連絡と加入保険の補償の範囲内で対応いたします。それらの範囲

を超えての対応、責務は負えません。他の参加者の怪我等にも手助けをお願いします。 

・当日は健康保険証を持参して下さい。参加者が自分自身あるいは第 3 者に与えた事故・損傷・損害

について、主催者は一切責任を負いません。 

 ・競技続行が不可能と判断された参加者は、スタッフが競技を中止させる場合があります。 

 

(環境面) 

・競技中含め、会場施設にも泥やゴミなど持ち込まないよう、美しくご使用願います。 
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・大会会場、競技エリア内は、喫煙可能指定場所以外、禁煙です。 

・大会中の写真、記事・記録・インターネットなどへの掲載をする事がありますのでご了解願います。 

なお、本大会はナヴィゲーションゲームズ 2017登録大会で、ランキング掲載にあたってスポーツ結

果の掲載として一般的に行われている、氏名・性別を掲載します。年齢は掲載しませんがシニア表

記は掲載します。情報掲載を望まれない方は、匿名処理しますので本部に連絡してください。 

 

禁止事項 

・競技を中断し、無連絡で帰宅しないでください。主催者が捜索、警察に連絡することになります。 

・携帯電話などの連絡手段を持たずに出走しないでください。 

・自動車や自転車などの徒歩以外の移動手段を使用しないでください。 

・グループ以外の者の補助を得ることは禁止です。（救急時を除く） 

・以下の選手は失格とし、以降の競技を中断させる事があります。 

・会場付近に違法駐車を行った場合 

・上記の留意事項や係員の指示に従わなかった場合 

・自然保護に違反する行為を行った場合 

・他の参加者、または一般の方への迷惑行為を行った場合 

・その他不正を行った場合 

 

競技中止の方針 

・レース前、あるいは途中でも、暴風警報発令、局地的集中豪雨、その他自然災害や東海地震警戒発

令その他公的交通機関の運行中止などの場合、主催者の判断で競技を中止することがあります。 

・競技が中止になった場合でも参加費の払い戻しは行いません。 

① 事前に、大会当日の開催が危ぶまれる場合 

・天候により予想される場合、前日の１７時に中止決定致します。 

・地震等で、直前となる場合、随時、中止決定します。 

・Webサイト、メール等でお知らせする予定ですが、下記問い合わせ先で確認できます。 

② 競技開始後の中止の場合 

・携帯電話にご連絡しますので、着信音レベルをあげてください。 

問合先：岐阜県オリエンテーリング協会 橋本 Tel：090-5623-9843 E-mail：yasuma89@gmail.com 

大会 Web サイト http://www.orienteering.com/~gifu/ 

参考 

会場となるみんなの森岐阜メディアコスモスでは、当日、「みんなのギャラリー」において、織田信長公岐阜入城・岐

阜命名４５０年記念事業として、「体感!戦国城下町岐阜 信長公ギャラリー」を開催中です。ギャラリーでは、信長公

の居館再現映像が見られるシアター (毎時０分、２０分、40 分から１５分程度)や大河ドラマで使用した品々などご覧

頂けます。入場無料です。表彰式までの間や大会後、是非、ご覧ください。 

詳しくは、信長公 450で検索し、岐阜市信長公 45プロジェクトのWebサイトをご覧ください。 

http://www.nobunaga450.jp/ 

また、  「ドキドキテラス」や、「みんなの広場カオカオ」では、「ぎふオレンジイベント2017（子ども虐待のない社会の

実現を目指す運動。オレンジリボンはそのシンボル）」が開催されています。 

ダンスや歌のステージや、出店（カレー・串カツ等）も予定されています。 

http://www.nobunaga450.jp/
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ご案内 

○ 信長公ロゲイニングシリーズ戦について 

２０１７年は１５６７年、織田信長公が当地に入り、「岐阜」と命名してから４５０年の節目の年です。これを記念し、織

田信長公ゆかりの岐阜・愛知・滋賀・京都の４府県を舞台に、シリーズ戦としてロゲイニング大会を実施します。本大

会も岐阜大会として開催するものです。他の大会へのエントリーもご検討ください。 

愛知大会「信長攻路ロゲイニング」 名古屋市,清須市：平成２９年１２月１6日(土) （申込締切＝H29/11/30） 

滋賀大会「安土天下一ロゲイニング」近江八幡市：平成３０年１月 13日（土）（申込締切＝H29/12/1） 

京都大会「京都シティ・ロゲイニング」京都市：平成３０年 2月 4日(日) （申込締切＝H30/1/6） 

■信長公ロゲイニングシリーズ戦表彰規定 

（１）表彰対象   ４戦のうち２戦以上の５時間の部に参戦したもの 

（２）順位決定方式  

   ・個人ごとに、クラスに関係なく各大会の得点により順位付けし、それを得点とする。 

    （１位＝１点、２位＝２点・・・。以下、順位点という） 

   ・順位点を合計して平均し、平均順位点の低いものから上位に順位付けする。 

   ・同点の場合、シリーズ戦参戦数の多い者を上位とする。 

（３）部  門   男女別で、シニア（６０歳以上）、小学生、それ以外の総合計 18人表彰 

   詳しくは、岐阜県オリエンテーリング協会で検索し、信長公シリーズ戦のWebサイトをご覧ください。 

 http://www.orienteering.com/~gifu/450/index.html 

 

 

○ （公益社団法人）日本オリエンテーリング協会 

ナヴィゲーションゲームズ 2017 について 

ナヴィゲーションゲームズ 2017 は日本各地で開催されるロゲイニング大会をシリーズ戦として、対象大会中、獲得

したポイント の上位 4 大会分の合計を 2017 シリーズポイントとして、年間表彰するものです。 

 詳しくは、日本オリエンテーリング協会で検索し、ナヴィゲーションゲームズ 2017のWebサイトをご覧ください。 

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

 

 

○ 岐阜県オリエンテーリング協会の今後の大会について 

平成２９年１１月４日（土） 高山市民大会（高山市 中山運動公園） 

平成３０年３月３日（土）・４日（日） 白川郷スノーゲイン２０１８ (ナビゲーションゲームズ 2018に申請予定) 

  詳しくは、岐阜県オリエンテーリング協会で検索し、岐阜県オリエンテーリング協会の Webサイトをご覧ください。 

http://www.orienteering.com/~gifu/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orienteering.com/~gifu/450/index.html
http://www.orienteering.or.jp/ng/2017/
http://www.orienteering.com/~gifu/
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信長公ロゲイニングシリーズ・岐阜大会 

岐阜シティ・ロゲイニング 最終エントリー票 

この度は、本大会に参加いただきありがとうございます。大会当日、本用紙を受付に提出

していただきますので、大会プログラムを確認の上、最終のエントリー状況等記載し持参し

ていただきますようよろしくお願いいたします。 

 

○ 基本項目 

開催時間

クラス 

丸を付けて 

ください。 

５時間の部  

男子・女子・混合・家族・シニア 

３時間の部  

男子・女子・混合・家族・シニア 

 

チーム

ＮＯ 

 

チーム名  

 

○ チームメンバーについて、プログラム記載氏名が異なる場合、欠席、あるいはメンバー

変更があれば下記に記載してください。 

(例  Aさん → A’さん(記載修正)  Bさん → （欠席） 

  Ｃさん → Ｄさん(メンバー変更) ) 

メンバー名   

（変更前）     →  （変更後）   （変更理由） 

                  →  

                  →  

                  →  

 

○ 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記入してください。 

携帯番号  

 

○ チーム代表として大会プログラムの注意事項等を遵守し、チームメンバーにも理解を

促すことを承諾し、下記に署名をお願いします。 

同意書 

 

 

代表者 署名               

 

記載ありがとうございました。気を付けて楽しんでください！ 

受付チェック欄。  計センチェック欄  

 


