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ナビゲーションゲームズ 2021 

岡崎ロゲイニング２０２１  プログラム 
 

 

■開催日：2021(令和 3)年 5月 3日（祝・月）雨天決行・荒天中止 

■主 催：岡崎オリエンテーリング協会 

■後 援：（特非）愛知県オリエンテーリング協会、 岡崎市、安城市、豊田市、 

（公財）岡崎市スポーツ協会 

■協 賛：PROTREK （JOA ナビゲーションゲームズ 2021 シリーズ戦協賛） 

  JOA ナビゲーションゲームズ 2021について 

公益社団法人日本オリエンテーリング協会がとりまとめる「ロゲイニング」の年間シリーズ戦です。 

イベントの競技品質の確保と相互広報を目的としています。 

 

 

 

 
 
 

 
 
＜会長のご挨拶＞ 

本大会に、多数の方にご参加いただき誠にありがとうございます。 

今回は、岡崎市西部矢作地区を中心に安城市東部、豊田市南部を含むテレインです。豊穣の大地三河平野を作っ

た矢作川が南北に流れ橋の上からその流れを眺めると悠久の時を感じるのではないでしょうか？コロナ過ではあります

が、後援いただいた関係各市、団体に感謝申し上げます。皆さん頑張ってください。 

 

1.会 場：岡崎市西部地域交流センター・やはぎかん  

             〒444-0943 愛知県岡崎市矢作町尊所 45番地 1  

 

2.会場への交通アクセス 

① 自家用車の場合： 

東名高速岡崎 ICより 6.1ｋｍ 国道１号線名古屋方面へ 4.7ｋｍ、信号「矢作橋駅前」を左折、約 100ｍ

先四つ角を右折後すぐ 

 

② 公共交通機関： 

★名鉄名古屋本線「矢作橋」下車 徒歩 2分 

 

自宅を出発する前に体温を測定し、この体調チェックシートの各項目にご回答をお願いします。 
体調チェックシートには申込時に登録された郵便番号を入力していただきますので、お間違えのないようお願い
します。ネット環境のない方は、このプログラムの 8 ページの「体調チェックシート」に当日ご記入の上、受付に提
出願います。 

 

https://runnersmate.sakura.ne.jp/aichiol/cgi-bin-checksheet/send_info.cgi?event=20210503
http://www.orienteering.or.jp/ng/logo/protrek.jpg
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3.駐車場 

☆やはぎかん前の駐車場をご利用ください。台数が限られているため、1チーム 1台のご利用でお願いします。 

  満車の場合は、有料駐車場をご利用ください。 

 

4.コロナ感染症対策 

コロナ拡大防止のためにもよく読んでください。 
http://www.katch.ne.jp/~n-nagai/okazaki.files/2021roge.htm 

 
会場である岡崎市西部地域交流センターのご利用注意事項 

https://station.okazaki-lita.com/contents/detail/246 

 

本大会は以下のような感染症対策を行った上で開催いたします。大会での感染を防ぎ、今後もロゲイニングを楽しん

でいただくために必要な施策です。お手数をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。 

・自宅を出発する前に体温を測定し、この体調チェックシートの各項目にご回答をお願いします。 

体調チェックシートには申込時に登録された郵便番号を入力していただきますので、お間違えのないようお願いし

ます。ネット環境のない方は、このプログラムの 8ページの体調チェックシートに当日ご記入の上、受付に提出願い

ます。 

・本人の体調が優れない場合、発熱がある場合、あるいは同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場

合は来場をご遠慮下さい。 

・会場（岡崎市西部地域交流センター・やはぎかん）に入館時に、入口（風除室）で手指の消毒を行い、自立型検

温器で検温を済ませ、2階のホールにお入りください。 

・マスクをご持参下さい。建物内では必ずご着用下さい。 

・会場内では、他の参加者、スタッフとの距離をできるだけ確保して、必要以上の会話はお避け下さい。 

・マスク・フェイスガードなどは競技中もご携行下さい。着用の義務づけはいたしませんが、人混みや狭い道を通行

する際など、一般の方と十分に距離が保てない状況においては必ず着用されるようにお願いします。 

・フィニッシュ後、息が落ち着くまで会話はおやめ下さい。その後は速やかにマスクをご着用下さい。 

・大会終了後、2 週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者

の有無等をご報告下さい 

http://www.katch.ne.jp/~n-nagai/okazaki.files/2021roge.htm
https://station.okazaki-lita.com/contents/detail/246
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5持ち物 

［必携品］ 

・マスクなど：会場建物内ではマスク、競技中人混みや狭い道を通行する際などはマスク又はフェイスガードな 

ど、必ず着用されるようお願いします。 

・携帯電話提出用紙：プログラム ページの携帯電話提出用紙に緊急時連絡用の電話番号をご記入の上、

受付に提出してください。 

・デジタルカメラ：撮影した写真を確認できるデジタルカメラ、（スマホ、携帯電話でも可、但し連絡用と別に用

意すること）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   ：緊急連絡用。1 チームに 1 台ご用意ください。 

・保険証    ：主催者は１日傷害保険に加入しますが、補償金額には上限がございますので、各自健康保

険証のご持参をいただくことをお願いします。 

・筆記用具（ペンなど）：作戦を立てる時、及び競技後、回ってきた順番を用紙に記載する時、必要です。主催 

者では貸し出しはしません。 

※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。小雨決行ですので、雨が降りそうな場合は雨具をご用意下さい。水、食糧などの装備品につい

ては制限しません。各自判断して持参して下さい。（岡崎オリエンテーリング協会ホームページ内に、これまで

に開催した、大会の様子の写真が掲載されていますので、参考にしてください。） 

 

［推奨品］ 

・コンパス（方位磁石）：必要な方は、各自でご用意ください。  

・着替え等荷物：荷物は会場（ホール）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。 

・飲食物、現金：市街地開催ですので、飲食物は競技中でもコンビニなどで買えます。 

 

［主催者が用意するもの］ 

・競技用地図、チェックポイント一覧表：受付でチーム全員に 1 枚ずつ配布いたします（チャック付きビニール

袋入り）。作戦タイム迄、見ないでください。 

         

会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 場 

1階 2階 
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6.スケジュール 

☆5時間の部 受付（9:00～9:30）  2階ホール内 

    ・会場案内図を参照の上、「会場内受付場所」にお越し頂き、必ず参加受付を行ってください。 

    ・ネット環境のない方は、このプログラムの 8 ページの「体調チェックシート」に当日ご記入の上、必ず受付に

提出願います。提出されない場合、出場できませんので、よろしくお願いします。 

    ・「携帯電話提出用紙」をご記入の上、受付にご提出ください。引換に配布物（競技用地図、チェックポイント

一覧表）をお渡しします。作戦タイム迄、見ないでくたさい。 

    ・更衣は、男性更衣室（第３活動室）、女性更衣室（第２活動室）をご利用ください。 

※当日朝６時現在、暴風警報発令、あるいは局地的集中豪雨、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は大会を中止する場合があります。その場合はWebで発表します。 

※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分まで行

います。 

 

☆9：30～9：55 （5時間の部）    

     ・競技説明・・・・・・・・プログラム以外の変更点がありましたら、ご説明します。 

・作戦タイム・・・・・・・・受付でお渡しした地図とチェックポイント一覧表を見て、約１5 分間の作戦タイムです。

チームで回る順番を考えてください。 

・スタートへ移動・・・・・競技に参加する準備をして、速やかにスタート地区へ移動してください。 

    

☆5時間の部 スタート・競技開始（10:00）            

・5時間の部、スタートです。 

 

☆3時間の部 受付 （10:10～10:40）  2階ホール内 

    ・会場案内図を参照の上、「会場内受付場所」にお越し頂き、必ず参加受付を行ってください。 

    ・「携帯電話提出用紙」をご記入の上、受付にご提出ください。引換に配布物（競技用地図、チェックポイン

ト一覧表）をお渡しします。作戦タイム迄、見ないでくたさい。 

    ・更衣は、男性更衣室（第３活動室）、女性更衣室（第２活動室）をご利用ください。 

 

☆10：40～11：10 （3時間の部）    

     ・競技説明・・・・・・・・プログラム以外の変更点がありましたら、ご説明します。 

・作戦タイム・・・・・・・・受付でお渡しした地図とチェックポイント一覧表を見て、約１5 分間の作戦タイムで

す。チームで回る順番を考えてください。 

・スタートへ移動・・・・・競技に参加する準備をして、速やかにスタート地区へ移動してください。 

 

☆3時間の部 スタート・競技開始（11:15）  

・3時間の部、スタートです。 

 

☆3時間の部 フィニッシュ（～14:15）          

・フィニッシュはスタートとほぼ同じ付近です。（フィニッシュの幟が目印です。） 

・チームは必ず全員揃ってフィニッシュしてください。 

・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、時計の表示時刻が分かるように撮影してくだ



  

岡崎オリエンテーリング協会 5 

 

さい。その時間がフィニッシュタイムとなります。 

・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。 

成績集計 

・フィニッシュ後、会場にもどり、結果提出用紙がございますので、１チーム１枚おとりください。 

・チーム代表者の方は速やかに必要事項（回ったチェックイント番号を順に記入、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など）を結果提出用紙に記入して受付に提出してください。 

・提出後、速やかに解散してください。ただし、上位入賞のチームは写真確認がございます。 

・表彰式はございません。 

・結果はWebに掲載します。 

    

☆5時間の部 フィニッシュ（～15:00） 

成績集計 ・3時間の部と同じ流れです。 

 

☆閉場 16:00          

※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。 

 

7.競技について 

ロゲイニングは競技会場となる山野・市街地に設置されたチェックポイントを制限時間内にできるだけ多く回り、そ

の得点を競うアウトドアスポーツです。チェックポイントとその得点は渡される地図上に示されています。どのポイント

をどんな順番で通過するかは自由です。競技には地図を読む力“ナヴィゲーション能力”が必要とされます。 

①  地図 

1:25,000 の地図（国土地理院発行電子地形図 25000）。地図記号は国土地理院電子地形図 25000 凡例

に従う。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。地図のサイズは A3 横版。 

「国土地理院電子地形図 25000 凡例」は最終ページに載せました。競技用地図には掲載しませんので、必要

な方はそのページをプリントして競技にお持ちください。 

②  エリア 

岡崎市南部、安城市、豊田市を含む西三河平野南東部 南北約 6ｋｍ、東西約 10ｋｍ。 

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。 

➂ チェックポイント 

全部で 45箇所。ポイントでは、チェックポイント一覧表に示された写真と同じアングルでその場所の写真を撮影し

てください。その際、撮影者以外のメンバーを必ず写し込んでください（個人参加の方は除く）。それが通過証明とな

ります。 

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。 

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。 

④ 得点の計算 

競技エリアには異なる得点の 45 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

（例：50番なら 50点）。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。満点は 2021 点です。 
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制限時間を超えた場合には 1 分につき 100 点減点されます。30 分をオーバーした場合は失格となります。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（個人を除く） 

・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 

⑤ チーム行動 

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。 

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。 

⑥ 補給等 

エイドステーションは設置しておりません。競技エリア内にはコンビニや自動販売機も多数あります、そちらは勿論

利用していただいて OK です。 

⑦ フィニッシュ 

制限時間 3 時間のクラスは 14:15、 5 時間のクラスは 15:00 が規定フィニッシュ時刻となります。全員揃って

フィニッシュして下さい。制限時間を過ぎた場合は、途中でも競技を止めて会場へ向かって下さい。 

⑧ 表彰 

    表彰式はございません。 各クラス、上位チームには、後日、賞状及び賞品を送付する予定でございます。 

⑨ 競技中の注意事項 

・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。 

・コース上にゴミを捨てないで下さい。 

・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。 

・交通法規を遵守してください。特に信号と横断歩道のある道路はそこを横断してください。車の通行にも常に十

分注意してください。 

・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。 

・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に、フィニッシュ後報告してください。 

 

8. その他 

   ・レクリエーション傷害保険には加入しておりますが、額に限度もございます。体調が悪い場合、途中で体調が悪く

なった場合、決して無理をしないで下さい。レース中の事故につきましては、応急処置、救急機関への連絡は

行いますが、主催者側はそれ以外の責任は負いませんので、各自十分注意して下さい。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。 

   ・大会会場、競技エリア内は禁煙です。 

  ・レース前、あるいは途中でも、天候の悪化などで主催者の判断で競技を中止することがあります。その場合でも
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参加料は返金しません、ご了承下さい。 

   ・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ことがありますのでご了解願います。 

・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 

•会場のホールは飲食可です。自分で出したごみはお持ち帰りください。 

•館内は喫煙禁止です。 

•雨天決行ですが、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。 

•コロナウィルス感染拡大に関する状況の変化等により開催を中止することがあります。 

 

9.大会Web サイト 

http://www.katch.ne.jp/~n-nagai/okazaki.files/2019roge.htm 

 

10.問合せ先 

      前日まで   岡崎オリエンテーリング協会          E.ｍａｉｌ ： okazaki.olc@gmail.com 

     当日      岡崎オリエンテーリング協会          Tel ： 080-3066-4965（松井） 

 

 

 

 

 

 

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記入して、大会当日受付に、提出してください。 

エントリー番号  

チーム名  

代表者名  

携帯電話番号  

 

 

http://www.katch.ne.jp/~n-nagai/okazaki.files/2019roge.htm
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体調チェックシート  

 
・当日、ネット環境のない方は、この調査用紙を事前に記入の上、受付に提出してください。

万一、本大会参加者の中から感染者が出た場合に、ほかの参加者や保健所などに連絡するた

めのものです。 

 ・おおむね 37.5 度以上の発熱のある方、①～⑧に該当する症状のある方は参加をご遠慮く

ださい。当日体温測定をさせていただく場合があります。 

 ・これにより得られた個人情報に関しては、上記目的以外では使用しません。 また提出され

た書類は、大会終了後 1 ヶ月間保存し、その後破棄いたします。 

 

・エントリーNo. ：                  

・氏     名：                  

 

・大会当日の体温： 

・過去２週間における以下の事項の有無 

① 平熱を超える発熱 □あり □なし 

② 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 □あり □なし 

③ だるさ（けんたい感）、息苦しさ（呼吸困難） □あり □なし 

④ 嗅覚や味覚の異常 □あり □なし 

⑤ 体が重く感じる、疲れやすい □あり □なし 

⑥新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触 □あり □なし 

⑦同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる □あり □なし 

⑧過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間 

を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者と 

の濃厚接触 

□あり □なし 
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地図凡例 

信号機 

コンビニエンスストア 

通行禁止・立ち入り禁止 

 

チェックポイントと得点 

Ｓスタート 

Ｆフィニシュ 

 


