第５回フォトロゲ南アルプス市

大会プログラム

開催日 2018 年 10 月 20 日(土) 雨天決行・荒天中止
「南アルプス健康リーグ」
会 場 芦安交流促進センター（芦安ふれあい館）
協賛事業です！
南アルプス市芦安安通 324
【駐車場】 芦安中学校グラウンドほか（係りの指示に従ってください）
主催 フォトロゲ南アルプス市実行委員会
競技監修 とれぱんだ
後援 南アルプス市、南アルプス市教育委員会 協賛 南アルプス市健康増進課
協力 南アルプス市市民活動センター、山梨大学大山勲研究室、南アルプス市ユネスコエコパーク推進室、
南アルプス市健康増進課、南アルプス市教育委員会文化財課、南アルプス WAKAMONO 大学
会場周辺図
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会場芦安交流促進センター
参加者駐車場
芦安中学校グラウンド

駐車場ではスタッフの指示に従い駐車してください。
駐車場から会場までは、スタッフの指示に従ってください。

【交通案内】
☆自家用車
☆バス
※運行状況が変わる場合
があります。ご利用予定
の方はバス運行会社へお
問い合わせください！
山梨交通
（055-223-0821）

中部横断自動車道「白根」IC より約 20 分
中央自動車道「双葉スマート」IC または「甲府昭和」IC より約 30 分
JR 甲府駅南口ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ１番のりばより
行 先

広河原
広河原

甲府
発

4:35
7:05

芦安支所
着

5:30
8:00

大人運賃：芦安支所(990 円)※マイカー規制協力金 100 円

芦安支所ﾊﾞｽ停から徒歩約 5 分

必ずお読みいただき、ご協力をお願いいたします！
【コンビニ】近くにありません。「ローソン 南アルプス街道店」が最寄になります。自動販売機も少ないた
め、お飲み物は事前にご用意ください。
【駐車場】スタッフの指示に従ってください。
【着替え】女性用は更衣スペースを設けます。男性は、なるべく着替えてご来場ください。
【持ち物】熊鈴、ファーストエイドキットは必携です。

交流会参加予定の皆さまへ
・参加費は交流会開始前にお支払いいただきます。当日変更可能です。
（アルコールあり \1,500-、アルコールなし \1,000-）
・会場は「芦安キャンプサイト NO.2」車での移動です。詳細は一番下をご覧ください。

重要な注意
・大会は雨天決行・荒天中止です。「荒天」とは、甲府地方に何らかの警報が気象庁より発令された場合とします。
・その他、大会を開くに当たり参加者の安全が確保できないと判断した場合にも、大会は中止とします。
・大会中止の場合、代替日程は確保されていません。また参加料は返還いたしかねます。
・競技中は交通ルール、および一般的な社会通念に沿った行動をして下さい。
・地図上には立入禁止の牧場、危険箇所、通行不能場所があります。地図上に「×」の箇所は通行不可です。
・地図に「おやつﾎﾟｲﾝﾄ」を記載していますが、特別ﾙｰﾙ（時間延長やﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ）は設けませんのでご注意ください。
・体調に注意し、少しでも不調を感じたら競技を中止して会場へ戻って下さい。
・事故、急病などで急を要するときは、その場で 119 番をかけて下さい。その後、大会本部へ連絡してください。
・競技には、申込時に記載された番号の携帯を持って行って下さい。
以下の行為は禁止とします。
・競技を中断して本部に無断で帰宅すること(捜索対象になります)。
・競技中にゴミを捨てること。
・歩行、走行以外の手段で移動すること(リタイヤ時を除く)。
・チームを分割して行動すること(緊急時を除く)。
・良識に反する服装で出走すること(コスプレは左記の範囲で自由とします)。
・耕作地、果樹園、茶畑などの中を通過すること(畦道も禁止)。
・神社仏閣の境内、敷地内を走ること(お詣りさせて頂く気持で伺いましょう)。
・川を橋、飛び石部分以外で渡渉すること。
・地図に描かれた道を外れて藪漕ぎをすること。
(山林エリアで道が至近距離で切れている区間はこの限りではありません)
以下は許可します。
・コンパス、地図以外のナビゲーション補助器具(ＧＰＳ、スマホアプリ、観光地図など)の使用。
・許可を得た上での民家のトイレ、水場の借用。
・自販機、飲食店での食事、食料・飲料の購入。

ｲﾍﾞﾝﾄの流れ
受付 [3 時間・5 時間ｸﾗｽ 8:30～]
1)受付でｸﾗｽ、ﾁｰﾑ名をｽﾀｯﾌに告げて配布物を受け取ってください。
(配布物) ○参加賞ほか
○ﾚﾝﾀﾙｺﾝﾊﾟｽ(事前申込みﾁｰﾑに 1 個)
更衣所
1)建物内に女性用の更衣ｽﾍﾟｰｽを設けます。混雑しますので、着替えての来場をおすすめします。
2)更衣所には荷物を置かず、譲り合って利用してください。
荷物置き場
1)荷物は建物内に置くことができます。譲り合って置いてください。
2)会場には大会ｽﾀｯﾌが常駐しますが、貴重品は身につけて行動してください。
3)持ち物の紛失等について主催者は責任を負いかねます。
初心者説明
1)ﾌｫﾄﾛｹﾞが初めての方向けにﾌｫﾄﾛｹﾞの競技説明をします。
2)敷地内でｺﾝﾊﾟｽの使い方などの講師による説明を随時(受付開始～開会式前)します。
トイレ
1)建物内に男女別ﾄｲﾚがあります。
水道
1)水道は建物内トイレにあります。
2)自動販売機は会場周辺にあります。
コンビニ
1)会場から最寄りのｺﾝﾋﾞﾆは車で片道 10 分程度かかります。到着前に立ち寄りをお勧めします。
2)競技ｴﾘｱ内にｺﾝﾋﾞﾆはありません。
飲食店
1)なとり屋（会場より徒歩 10 分弱）で食事ができます。ソフトクリームの販売もあります。
フォトロゲ競技中は混み合うことが予想されますので、ご注意ください。

2)夜叉神ヒュッテ（夜叉神の森）で食事ができます。ソフトクリームの販売もあります。
3)会場でスタート前にコーヒーの販売（200 円）があります。
競技中は 12 時まで温泉ロッジ近く（会場より徒歩約 45 分）で販売があります。

開会式・競技説明

[3 時間ｸﾗｽ・5 時間ｸﾗｽ 9:00]
1)開会式は庭で行います。（雨天の場合は建物内）開始時間 5 分前には集合してください。
2)主催者による開会式の後、競技に関するﾙｰﾙ、注意事項の説明をします。

地図配布・作戦ﾀｲﾑ[3 時間ｸﾗｽ・5 時間ｸﾗｽ 9:15]
1)ｽﾀｰﾄ 15 分前から競技地図、ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ（CP)一覧表を各 1 部配布します。
2)地図・CP 一覧表は１人につき１枚です。ﾁｰﾑの代表者が人数分を取りに来てください。
3)地図・CP 一覧表は裏返して配布しますので、合図があるまでそのままにしてください。

スタート

[3 時間ｸﾗｽ・5 時間ｸﾗｽ 9:30]
1)各ｸﾗｽ一斉にｽﾀｰﾄします。

フィニッシュ

[3 時間ｸﾗｽ 12:30 5 時間ｸﾗｽ 14:30]
1)ﾁｰﾑ全員が揃ってﾌｨﾆｯｼｭしてください。
2)ﾌｨﾆｯｼｭに設置している電波時計の時刻を、撮影したらﾌｨﾆｯｼｭとなります。
3)ﾌｨﾆｯｼｭの時計撮影はﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰを入れる必要はありません。
4)ﾌｨﾆｯｼｭ後ただちに、代表者は大会ｽﾀｯﾌに帰還ﾁｪｯｸを受けてください。
5)ｺﾝﾊﾟｽﾚﾝﾀﾙをしたﾁｰﾑは忘れずに返却してください。
6)帰還ﾁｪｯｸ時に、結果報告用紙を配布します。

結果報告・写真ﾁｪｯｸ
1)各ﾁｰﾑで結果報告用紙へ回ったﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの順番、ﾌｨﾆｯｼｭ時刻、合計得点を記入します。
2)記入が終わったら、結果報告用紙、ﾃﾞｼﾞｶﾒを持参して結果提出所へ提出します。
3)大会ｽﾀｯﾌへ、CP を回った順番でﾃﾞｼﾞｶﾒ画像を見せてください。
4)ﾌｨﾆｯｼｭ時刻から 15 分以内に結果提出の無いﾁｰﾑは表彰対象になりません。
結果速報
会場内に結果速報を表示します。掲示場所は当日ご案内します。
おもてなし
1)スタート前、フィニッシュ後に会場で飲み物や食べ物の提供または販売があります。
詳しくは下の「おもてなし」をご確認ください。
2) ｺﾞﾐ削減のため、リユース食器をご用意します。

表彰

[3 時間ｸﾗｽ 13:00～ 5 時間ｸﾗｽ 15:00～]
1)各ｸﾗｽ、ｶﾃｺﾞﾘ毎に 1 位～3 位を表彰します。
2)表彰式は会場敷地内の予定です。
3)表彰状、賞品を授与しますので、当該ﾁｰﾑは表彰式会場で待機してください。
4)上位賞のほか、特別賞も多数ご用意いたします。最後までお楽しみください！

競技に関する詳しい説明
競技の目的
ﾌｫﾄﾛｹﾞ(ﾌｫﾄﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ)は、配布された地図に記される３１個のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ(CP)を通過して、
CP ごとに設定された点数を集める競技です。
順位は制限時間内に集めた点数が高い順に決まります。同点の場合は所要時間が短いﾁｰﾑが上位と
なります。ﾌｨﾆｯｼｭ時刻から遅刻すると 1 分毎に 50 点ずつ減点となります。
例：12:30:00 まで減点 0、12:30:01～12:31:00 まで減点 50、以降１分毎に秒単位繰り上げで 50 点ずつ加算

通過の証明
1）ﾁｰﾑが CP を通過した証明として、地図上の CP の地点にある指定された風景を写真に撮ります。
ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ一覧表にある、CP の点数と同じ場所に記載された写真と同じ構図で、ﾁｰﾑ参加の
場合は撮影者以外のﾁｰﾑ全員を写真に納めてください。
それが全員で CP を一緒に通過した証明となります。
2)CP を「撮影する場所」が地図の CP を表す丸の中心位置です。対象物そのものの位置ではないので
注意して下さい。
3）撮影はﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、携帯電話のいずれでもかまいません。
ただし、ﾌｨﾆｯｼｭ後に大会ｽﾀｯﾌに画像を見せることのできる機種である必要があります。
4)途中で充電が切れて使えない場合には別のｶﾒﾗに変更することは可能です。
その場合は使用したｶﾒﾗすべてを写真ﾁｪｯｸに持参してください。
全員同一行動
競技中はﾁｰﾑ全員が同じｺｰｽを回ってください。ﾁｰﾑを分割し手分けして点数を稼ぐことは禁止です。
ﾒﾝﾊﾞｰが 30ｍ以上離れないようにして下さい。ﾁｰﾑが分割していることを大会役員または他チームから
指摘された場合は失格になることがあります。
競技ﾌｨｰﾙﾄﾞ
今回のﾌｫﾄﾛｹﾞは、南アルプス市芦安地区、６km×４km の範囲を使用します。
（東端：芦倉、西端：夜叉神の森）※目安です。
地図について
競技に使用する地図は、国土地理院の複製許可を得て、電子地形図 25000 を基礎図として CP 位置、使用
可能性の高い道の追記などをしているものです。
なお、地形図の性質上、ある程度の特徴の取捨選択があることを認識してください。
地図に無い作業道、地図に記載されているが廃道化した道などが特に山間部では存在します。
サイズ
A3 版 1 枚
縮尺
1:15,000 (1cm = 150m)
等高線間隔
10m 計曲線間隔 50m
磁北線追記
西偏 7 度, 磁北線間隔 3.3cm (実距離 500m)
CP 以外に記載
公共ﾄｲﾚ位置(公園などにあるものは省略)、おやつﾎﾟｲﾝﾄ

もちもの
参加者自身で用意していただくもの
・携帯電話(必須、緊急連絡用)
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、携帯電話と兼用可)
・時計(ﾃﾞｼﾞﾀﾙがお勧め)
・ｺﾝﾊﾟｽ(事前予約、当日分も先着順で若干有り)
・運動に適した服装(足は特に皮膚の露出が無いものが良いです)
・お金(おやつポイント、自販機での補給、ﾘﾀｲﾔ時の交通費に）
・携帯できる飲み物
・行動食（参加賞にあんぱんを予定しています）
・健康保険証
・クマ鈴
・ファーストエイドキット
・ポイズンリムーバー(必要に応じて)
・雨具(必要に応じて)
主催者からお渡しするもの(競技前)
・競技用地図
・ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ一覧表
・地図用ﾋﾞﾆｰﾙ袋(地図、CP 一覧表を入れるためのもの)
主催者からお渡しするもの(ﾌｨﾆｯｼｭ後)
・結果報告用紙

おもてなし
今年もたくさんのおもてなしを予定しています。お楽しみに♪
＜スタート前＞
・フォトロゲあんぱん（参加賞一人一つ）
・コーヒーの販売（１杯 200 円／山ん中の駅あしやす）
※競技中もエリア内で販売予定。詳しくは当日配布の地図をご覧ください。
＜フィニッシュ後＞
・しょうゆの実（なとり屋）
・手作り味噌のお味噌汁（なとり屋）
・棚田米（中野地区お米農家）
・お蕎麦（芦安そばの会）
・お漬物ミルフィーユ（芦安そばの会）
・手作りお菓子（市内果樹農家）

その他のごあんない
市内の観光パンフレット等の配布、温泉マップ（山梨大学学生さんの手作り！）を掲載予定です。お土産のお買い物、
競技後のお風呂などの参考にご利用ください。
周辺バス時刻表(お帰り用)
乗り場

発

甲府着

芦安支所
芦安支所
芦安支所
芦安支所
芦安支所

14:00
15:00
16:00
17:00
17:40

14:50
15:55
16:55
17:55
18:30

※運行状況が変わる場合があります。ご利用予定の方はバス運行会社へお問い合わせください！
山梨交通（055-223-0821）

連絡先
フォトロゲ南アルプス市実行委員会（代表：小野） photo_minami_alps@yahoo.co.jp
フォトロゲ支援とれぱんだ（代表：飯島） trek.panda.owner@gmail.com
次ページより、交流会の案内です。

交流会のご案内
交流会 会場周辺図
至 南アルプス市街
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会場芦安キャンプサイト NO.2

（会場周辺詳細）

参加者駐車場

会場芦安キャンプサイト NO.2

駐車場ではスタッフの指示に従い駐車してください。
駐車場から会場までは、スタッフの指示に従ってください。

ごあんない
【参加費】交流会開始前に受付にてお支払いいただきます。当日変更可能です。
（アルコールあり \1,500-、アルコールなし \1,000-）
【移動】
車での移動です。上記地図をご覧いただき、スタッフの指示に従ってください。
【テント泊】
交流会参加者は、テントを張って泊まることができます。当日お申込みも可能です。
張る場所等は、スタッフの指示に従ってください。

もちもの
・ヘッドランプや懐中電灯などの灯り（会場周辺に電灯がありません）
・防寒具
・テント泊に必要な装備（テント泊ご利用の方）

重要な注意
・交流会は雨天決行・荒天中止です。「荒天」とは、甲府地方に何らかの警報が気象庁より発令された場合とします。
・駐車場から会場までは電灯がありません。何らかの灯りを設置する予定ですが、各自、懐中電灯などの灯りを持参し
てください。
・トイレは会場に一つ（和式）あります。また、駐車場近くに公衆トイレがあります。
・夕方以降は冷え込みます。防寒着等をご持参ください。
・テント泊をご利用の方は、基本的なキャンプ場利用のマナーを守り、整理整頓、ゴミは各自お持ち帰りください。交流
会後は自由行動となります。

ｲﾍﾞﾝﾄの流れ
受付 フォトロゲ閉会式終了後、準備出来次第（15:45～予定）
開始 16:00～
交流会終了 18：00 頃まで
※18 時以降も懇談できますが、各自マナーを守りご利用ください。

