
 

◆開催日 2021 年 11 月 7 日（日）雨天決行・荒天中止 

※中止になる場合、HP 又はメールでお知らせします。 

◆参加資格 健康な方、自己管理が出来る方、交通ルール・一般マナーが守れる方 

◆種目・部門 ３時間の部・一般 

◆使用地図  A3判 1枚、縮尺 1:25000、等高線間隔 10ｍ 

（国土地理院 1:25000地形図を加筆修正） 

◆チェックポイント 44か所（当日発表） 

◆持ち物 

□デジタルカメラ（カメラ予備バッテリー）：チェックポイント通過記録用 

□携帯電話：緊急連絡時に使用します。 

□時計：競技終了時刻に遅れない為にお持ちください。 

□電卓：フィニッシュ後の得点計算（各自でしていいただきます）※主催者では貸出はしません。 

□筆記用具：大会中使用（蛍光ペンや油性ペンがあると便利です） 

□コンパス：読図などで使用 

□防寒・雨具  □行動食  □飲料水  □身分証明書・保険証  □レスキューセット 

※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。 

※デジタルカメラはスマートフォン等の写真撮影機能付き携帯で代用が可能です。 

 但し、緊急連絡用携帯電話と別にご用意ください。 

※気温が低い場合や、天候が急変する可能性もありますので、十分な装備でお越しください。 

◆表彰  5 位まで表彰あり。 

◆参加賞 地域通貨「杉小判」1,000 円、智頭杉のスマホスタンド 

◆特別企画  「#民泊フォトロゲイニング 2021」をつけて SNS に投稿すると、コミュニティ通貨まちのコイン「てご」をプレゼント！ 

【対象期間】11 月 1 日～30 日まで 

まちのコイン https://coin.machino.co/ 

まちのコイン智頭町「てご」 

https://coin.machino.co/regions/chizu/tickets/442413285629   

◆同時開催 ちづ宿ハイカラ市 

 

※会場が変更になりました。 

◆会場 智頭町立智頭小学校 体育館 

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭 320 

◆駐車場 

智頭宿特産村駐車場 

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭 746−7 

 

◆主催 アクトレップロゲイニングプロジェクト 

住所：〒545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町 2-6-21-325 

固定電話：06-6699-5000   FAX：06-6699-5800 

E-mail：sports@actrep.com HP：http://www.actrep-sports.com 

駐車場 

会場 

http://www.actrep-sports.com/


◆スケジュール 

8:00～    受付開始 

9:00～9:20 開会式 

9:20～9:30 地図・チェックポイント一覧配付，ルール説明 

9:30～9:55  各チーム作戦タイム 

10:00  スタート 

13:00  フィニッシュ 

14:00   結果発表，表彰 

※ルール説明の前に、中身の見えない状態で地図とチェック一覧を全員に配布します。 

※チーム代表者が人数分、配布所まで取りに来てください。 

※合図があるまで開封しないでください。主催者の合図で、作戦タイムとなります。 

◆ルール 

・チェックポイントは、全部回る必要はありません。 

・回る順番は自由です。時間内に、自分達のペースで可能なポイントを選んで回りましょう。 

・本大会では、基本的に、地図に書かれた道を通ってください。 

・地図上では、道があるのに、現地で通行止めになっている場合は通らないでください。 

・地図に書いていない道でも、公園などの明らかに通ってよい道は通行しても構いません。 

※社会的常識にあわせて通行してください。 

・本大会は地域の方のご協力を得て行われているイベントですが、競技エリアは貸し切りではありません。 

※交通ルールを守る（歩道を通る、横断歩道を渡る等）、寺社仏閣等危ない場所には走らない 

畑・民家などの私有地には入らないなど、一般なマナーを守ってご参加ください。 

・メンバーは一緒に、30ｍ以上離れずに行動してください。手分けして得点を集めることはできません。 

・チェックポイントに到着したら、「チェックポイント一覧」と同じ写真を撮ります。 

※写真には、撮影者を除くチームメンバーが写るようにしてください。 

 

◆フィニッシュ 

・デジタル時計を撮影し、写っている時刻をフィニッシュ時刻とします。 

・１５分以上の遅刻が予想される場合は、本部へご連絡ください。（チェックポイント一覧に記載） 

・デジタル時計を撮影した後、受付にチーム名とゼッケン番号をお知らせください 

※棄権や失格のチームも、必ず受付に行ってください。 

※レンタルコンパスは、受付時にご返却ください。紛失の場合、弁償金として 500 円 いただきます。 

※受付時に結果記入用紙をお渡しします。 

 

◆結果記入用紙 

・チームでポイントと写真を確認し、回った順番で結果記入用紙にご記入ください。 

・時計を撮影し、写っている時刻をフィニッシュ時刻とします。 

※制限時間を過ぎると、１分につき５０点の減点です。 

（制限 13:00:00 で 13:00:01～13:01:00 にフィニッシュした場合、-50 点。以降 50 ずつ減点） 

※合計点が高い順に、順位がつきます。 （同点の場合は、先にフィニッシュしたチームが上位です。） 

 

◆フィニッシュ受付 

・フィニッシュ受付をした後の訂正はできません。 

・代表者はカメラと結果記入用紙を持ち、写真チェックを受けてください。 



 ※チーム名・メンバーに未記入や間違いがある方は事務局までご連絡ください。 

 

 

 

No. 人数 チーム名 ①名前 ②名前 ③名前 ④名前 ⑤名前

1 2 DJK 葉狩 麻早子 朝野  幸

2 2 米子の高井 高井 真 高井 規子

3 2 SANAE HIKING CLUB 早苗 大樹 小谷 莉穂

4 2 やってもうた 田村 晴久 戸野 菜保子

5 3 がんばれカイト 小林 弥規 小林 史江 小林 真弥

6 3 チームまつむら 松村 陽平 西川 淳 安道 俊彦

7 3 チームさけもと 酒本 和昌 西尾 尚己 岡本 康誠

8 3 TEAM AP 正井 匠 松永 慶一郎 堤 研二

9 3 ユッカ 藤谷 安華 笠田 美恵子 深沢 あゆみ

10 3 宇宙戦艦ヤマモト 井上 大 綱本 洋 森本 淳嗣

11 3 チーム27 国本 健 寺谷 圭祐 柴田 恭平

12 3 チーム 西永 志保 西永 陽咲 西永 悠人

13 4 智頭農林 岩本 孝治 若林 安徳 高垣 寛明 中野 聡

14 4 シェルシェル（仮） 加藤 翼 奥井 彩音 三塚 丈 半田 真司

15 4 チームマエカワ 前川 大将 前川 宝 前川 時大 前川 千颯

16 4 穗の花 嶌田 浩 嶌田 優華 嶌田 一磨 嶌田 結

17 4 三輪 晋也 三輪 悠子 三輪 拓己 三輪 蒼眞

18 5 視覚障がい者伴走チーム白うさぎB&G 山本 俊夫 松原 憲行 松原 雅子 丸山 真紀 池本 智美


