
2020年2月15日（土）開催

大会公式ウェブサイト　 https://www.izugeopark-rogaining.com

ロゲイニングとは？ ジオパークとは？
ロゲイニング（ROGAINING）とは地図に記載されたポイントを探し
だすオリエンテーリングと宝探しゲームを組合わせたようなアウト
ドアスポーツです。どのポイントをどういう順番で回るかは、各
チームで決め、制限時間内ででき
るだけ高得点を取るのが目標です。
走力だけではなく、チームワーク、
読図力、そして作戦もロゲイニン
グの大事な要素で、このスポーツ
の特徴と面白さでもあります!　

ジオ（ＧＥＯ）は地球・大地を表わす言葉で、地層・岩石・地
形・火山・断層など、地球が生み出した特別かつ貴重な自然
遺産を含む地域のことをジオパークと呼びます。日本に
は現在、43地域のジオパークが
存在し、日本の中で、そして世界
の中でも貴重な景観を持つ伊豆
半島は2018年に世界ジオパーク
に認定されました。

2020
伊豆半島ジオパーク
ロゲイニング大会

主催 ：  伊豆半島ジオパーク推進協議会       後援 ：  伊豆の国市　公益社団法人 日本オリエンテーリング協会　静岡県オリエンテーリング協会
協力 ： 一般社団法人 伊豆の国市観光協会　伊豆の国市商工会　伊豆箱根鉄道株式会社　伊豆の国農業協同組合　　運営 ： アドベンチャーディバズ（株）

　種　目      6時間 ： 男子、女子、男女混合
　　　　　     4時間 ： 一般、ファミリー、ソロ
　 チーム　 　【6時間コース】2～5名まで　【4時間コース】1～5名まで

　◉4時間コースのソロ参加は20歳以上（年齢は大会当日）の成人に限ります。
◉6時間コースにはソロで参加することはできません。
　◉ファミリーチームのメンバーには中学生以下と20歳以上の大人を各１人以上含むこと。
　◉高校生以下は20歳以上の大人同伴チームでご参加ください。
　◉20歳未満の未成年者は保護者の同意を得てご参加ください。

    

表　彰　　各参加クラス上位3チーム

伊豆半島は、南の海から動いてきた大地と、その上に作り出されたダイナミックな地形が自慢です。
本大会では、参加者の皆さんにそんな風景や地形を自分の足で探して、見て、感じてもらいます。
さあ、あなたもチームの仲間と一緒に地球の鼓動を体感してみてください！

 6時間 6000円、4時間 5400円　
 中高生 3500円、小学生以下無料

■開催日：2020年2月15日（土）
■会  場： 韮山時代劇場（伊豆の国市 韮山文化センター）

驚きの伊豆半島、探検しよう！

　 ◎コンパス無料貸出しあり
  ◎会場近くに無料駐車場あり

2020年2月5日（水）まで

参加費

お申込み　

その他

■場　所：静岡県伊豆半島（伊豆の国市エリア）
　　　　　 静岡県伊豆の国市四日町 772（韮山駅下車すぐ）

写真：世界遺産韮山反射炉と城山



・伊豆半島ジオパーク・ロゲイニング大会サイト ……　　インターネット

……以下の必要事項を記入した用紙をアドベンチャーディバズまで郵送いただき、１週間以内に参加費等の合計金額を指定口座にお振込ください。 郵送 
・スポーツエントリーサイト…………………………………　　

チェックポイントは特徴のある岩、お地蔵さん
、町なかの看板等々。

チェックポイントの獲得証明は写真撮影方式
。スタート時に、地図、

チェックポイントの写真見本と位置説明のリス
トが渡されるので参

加者はその場所へ行き、見本と同じアングルと
ポーズで写真を撮影。

チェックポイント獲得の点数と制限時間内にで
きるだけ早くゴール

することで順位を競います。

チームはいつでも同一行動。離れたら失格。（
安全のため）

競技エリアでの移動は、徒歩以外に伊豆箱根鉄
道駿豆線と伊豆の国

パノラマパークロープウェイの利用が認められ
ています。バス、車、

バイク、タクシー、自転車などは利用不可です
。

 持ち物

［ お申込み方法 ］

※雨天決行ですが、明らかな悪天に
より中止とする場合、その判断は前日

の午後 9時までに

    行いウェブサイトとご登録された
チーム代表者の方のメールアドレス

にお知らせします。 

   

［TEL］03-5390-0961　［メール］  info@izugeopark-rogaining.com●お問合わせ先：伊豆半島ジオパーク・ロゲイニング大会事務局

競技内容とルール
配布された地図に記載されたチェックポイント

（CP）を巡り、制限時間内にできるだけ高得点

を取得することが目標です。

https://www.izugeopark-rogaining.com
https://www.sportsentry.ne.jp/　

※お申込みされる前に下記お申込み規約と保険内容を確認して同意した上でお申込みください。

《
お
申
込
み
規
約
》

■ 郵送先：     〒123-0865　東京都足立区新田 3-37-13-706
　　 　　　      アドベンチャーディバズ㈱　
   　　　　　　伊豆半島ジオパーク・ロゲイニング大会担当

■ 振込み先：　ジャパンネット銀行　すずめ支店：(支店番号：002)　　
　　　 　　　　口座番号：5950971（普通）
　　　　　　　 口座名義：アドベンチヤ－デイバズ（カ　　　
　　　 　　　　(振り込み手数料はご負担願います。)
　

1.   チーム名　　６時間男子、女子、男女混合、4時間一般、ファミリー、ソロ　

2.   参加種目

3.    チームメンバーの人数　（※１人（ソロ）参加は4時間コースのみとなります）　

4.  お振込合計金額　（チームの参加費）　　

5. チーム代表者の情報（氏名（フリガナ）、住所、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯番号、e-mailアドレス）

6.  その他のメンバー全員の情報（代表者の情報に同じ）

2020
伊豆半島ジオパーク
ロゲイニング大会
伊豆半島ジオパーク
ロゲイニング大会

【6時間コース】制限時間 6 時間

大会受付  ……………………………
………    8 : 00 ～ 8 : 50  

開会式・競技説明  …………………
………    8 : 50～ 9 : 10

地図配布＆作戦タイム  …………
………       9 : 10 ～ 9 : 30  

スタート ……………………………
………       9 : 30  

ゴール・終了 ………………………
………   15 : 30

ポイント計算  ………………………
………   1 5 : 30 ～16 : 30  

【4時間コース】制限時間 4 時間

大会受付  ………………………… …
………    9 : 40 ～10 : 00 

開会式・競技説明  …………………
………  10 : 00 ～ 10 : 20

地図配布＆作戦タイム  ……………
………  10 : 20 ～10 : 40  

スタート  ……………………………
………  10 : 40

ゴール・終了   ………………………
………  14 : 40

ポイント計算   ………………………
………  14 : 40 ～15 : 30

【6・4時間合同】
ジオトーク  …………………………

………  16 : 00 ～16 : 30

表彰式  …………………… …………
………  16 : 30 ～17 : 15　

 

大会スケジュール 2020年2月15日（土）

防寒具（フリース、セーター、ダウン
ジャケット等）

雨具　（レインウェア、傘等）

デジタルカメラ（携帯やスマートフォ
ンでも可）

コンパス、筆記用具、腕時計、携帯電話／
スマートフォン、

食べ物、飲み物、健康保険証

●禁止された区域への立入りなど、地域に迷惑になる行為をしない。
●ゴミはすべて持ち帰る。
●万が一トラブルが発生した場合は、速やかに主催者に連絡する。
●大会中の写真、映像、記事、記録などの肖像権・掲載権はすべて主催者に属することを確認する。
●主催者が、参加チームおよび参加者の情報の一部をウェブサイトや大会プログラムに掲載することに同意する。
●参加者は自己責任において体調を管理し、体調が悪くなった場合には、主催者に連絡し、速やかに競技を中止する。
●参加者は、大会参加にあたり怪我や病気につながる事故が発生する危険性が潜んでいることを理解し、安全な大会催行に協力する。
●主催者は、大会中の傷病や事故などに際し、応急措置を除き一切の責任を負わない。
●不慮の事故が発生し医療機関での治療が必要になった場合は、主催者は加入する傷害保険の範囲内で対応する。
    ただし、既往症の発病に関しては、保険の適用外とする。
●年齢、性別の虚偽申告や申込者本人以外の出場（不正出場）は認めない。代理出場については必ず事前に主催者に連絡し所定の
    手続きを済ませる。
●未成年者は、保護者の同意を得て参加する。
●大会中の紛失、盗難、事故などについて、主催者は一切の責任を負わないことを確認する。

●振込み済みの参加費は、理由のいかんにかかわらず返金しないことに同意する。
　※天候その他（地震、台風、疫病）の理由により大会を中止する場合でも、参加費の返金はしませんので、
　　あらかじめご了承ください。

■個人情報の取り扱い:個人情報の取り扱いについて、主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護
                                            に関する法律および関連法令などを厳守する。

■大会中の保険について:大会ご参加にあたっては承諾書の確認をして承諾したうえで、万一の場合、大会参加
                                                      中の偶然な事故やケガに備えて、大会参加者全員に対して傷害保険に加入しています。
                                                      参加者が「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガ、または死亡した場合に、下記の
                                                     保険の範囲内で保険金をお支払いいたしますが、補償範囲を超える損害につきまして
                                                     は責任を負いかねますことを予めご了承ください。また、主催者側で加入している保
                                                     障内容で心配な場合は、参加者ご自身で、別途保険に加入することをお勧めします。

 ■保険金額    ◉死亡・後遺障害 600万円    ◉入院保険金 8000円（１日につき）    
    　　　　　◉手術保険金　入院保険金額の5倍または10倍     ◉通院保険金 5000円（１日につき )

●会場（受付、スタート／ゴール）：韮山時代劇
場（伊豆の国市 韮山文化センター）

驚きの伊豆半島、探検しよう！

※定員に達した場合、締切り前に受付終了させて頂きますのでご了承ください。
 

●お申込み期間：2020年2月5日（水）まで
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