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写真：ジオパーク伊豆大島ロゲイニング2015

年 月 日（日）

白川郷スノーゲイン
主催：トヨタ白川郷自然學校岐阜県大野郡

3時間：マスタークラス 日本有数の豪雪地帯の、変化にとんだ地形をス
ノーシューで走る爽快感！積雪によって道なき森で
問われる真のナビゲーション能力！昨年より更に
競技エリア拡大予定。初心者にも安心、前日のレッ
スンがあります。

年 月 日（土）

上高地線ロゲイニング
主催：松本広域連合長野県松本市

5時間：家族・混合・女子・男子 あの鉄道娘が帰ってきた！松本駅から新島々駅

を結ぶアルピコ交通「上高地線」乗り放題きっぷも
利用して、広く松本市の西側を駆け巡ります。コー
スプランナーはweb-TV「Mt-channel」のMC「ワコ
タ」氏を起用。地元目線のコースはいかに？

年 月 日（土）

信州安曇野ロゲイニング
主催：安曇野市長野県安曇野市

3時間：家族・混合・女子・男子 安曇野の魅力は、里に広がる水郷の美しさと、目
の前にそびえる北アルプスの山岳風景です。そん
な自然豊かな中で、ラブラブな道祖神があちらこち
らに立っています。

年 月 日（土）

四万温泉ロゲイニング
主催：実行委員会群馬県中之条町

時間 ：混合・女子・男子 山深い四万温泉で山岳ロゲイニングを開催します。
走って歩いて上って下って温泉に入って、山間の
春をお楽しみください。

年 月 日（祝）

信州上田ロゲイニング
主催：実行委員会長野県上田市

5時間：家族・混合・女子・男子 新幹線の駅前が会場というアクセスの良さ。それで
いてフィールドは、がっつりの里山と、真田一族が
活躍した歴所の街のミックス。まぶしい信州の新緑
へ地図を持って駆け出してください。

年 月 日（日）

フォトロゲイニング生駒
主催：実行委員会 奈良県生駒市

6時間：家族・混合・女子・男子
3時間

今年で6回目を迎えるフォトロゲイニング生駒！リ
ピーターの方も新鮮な気持ちでご参加いただける
ように範囲とチェックポイントを変更します。今年も
気持ちの良い初夏の日差しを浴びながらたっぷり
と楽しんでください。

年 月 日（日）

秋吉台ロゲイニング
主催：実行委員会 山口県美祢市

時間：男子・男子シニア
女子・女子シニア・混合

時間：男子・男子シニア・女
子・女子シニア・混合・混合シニ
ア・家族・ジュニア

国定公園「秋吉台」の山焼きの実施された範囲を
競技エリアとし、制限時間内にどれだけ走り回れる
かのチャレンジです。春の一日、グリーン・シャワー
イオンを胸一杯吸い込んで気分転換を計りましょう。
レース後は、地元特産も楽しみに！

年 月 日（日）

富士山麓ロゲイニング
主催：実行委員会 静岡県富士宮市

時間
時間

広大な富士山西南麓の森を駆け巡る12時間ロゲ
イニングを開催します。CPは主として朝霧高原か
ら富士宮白糸の滝方面に至るエリアに設置され、
12時間行動し続ける体力と森の中のナヴィゲー
ション力などオールラウンドな力が試されます。

年 月 日（土）

あづみ野 ハーブロゲ
主催：実行委員会 長野県池田町

3時間：家族・一般 北アルプスの山々を一望できるロケーションを誇る
あずみ野池田町で、日本の原風景というべき田園
風景や彩り豊かなハーブガーデンなど『花とハーブ
の里』の魅力を存分に満喫できる3時間を楽しんで
ください。てるてる坊主もお出迎え。

ナヴィゲーションゲームズ2018表彰
以下に該当する者を表彰します。
シリーズに2戦以上参加している者
シリーズポイント上位の3名

カテゴリは以下の通り
男子総合/男子ジュニア（20歳以下）/男子シニア（50歳以上）
女子総合/女子ジュニア（20歳以下）/女子シニア（50歳以上）
（2019年3月31日に達する年齢）

ナヴィゲーションゲームズ2018シリーズポイント
ナヴィゲーションゲームズ2018対象大会中、獲得したポイン
トの上位4大会分の合計を2018シリーズポイントとする。

大会ごとに得られる大会ポイント
参加した大会で得られたチームポイントを、チームに競技参
加した各個人の大会ポイントとする。

例：「チームZ」が80ポイントであったとき、「チームZ」のメン
バーの「Aさん」「Bさん」「Cさん」の個人ポイントはそれぞれ80
ポイントとする。
大会ポイントの対象者:以下の条件をすべて満たすチームの
競技メンバーであること。
・ナヴィゲーションゲームズ2018対象大会に競技参加する
チーム （年度途中で対象大会追加あり）
・3時間以上の制限時間が設定された参加クラスに参加する
チーム
・2-5名で構成されるチーム
（個人1名で参加した参加者は計算の対象外）

大会チームポイントの計算
条件を満たしたチーム同士によりポイントが計算される。（条
件を満たしていないチームは母数計算の対象から除く）

各チーム得点を、同一競技時間のカテゴリに参加した全ての

対象チームの最高得点で割り、100を乗じ、さらに係数を乗じ
た数値をそのチームのポイントとする（小数点1位まで）。
係数は以下の通りとする
競技時間24時間以上:係数1.0
競技時間13時間以上、24時間未満:係数0.9
競技時間8時間以上、13時間未満:係数0.8
競技時間5時間以上、8時間未満:係数0.7
競技時間5時間未満:係数0.6
ポイント計算の結果、10ポイントを下回る場合、10ポイントと
する。
例1: 制限時間が6時間競技において、最高得点チームが
1000点、対象チームが665点であれば、最高得点チームは
70ポイント、対象チームは46.6ポイントとなる。
例2: 制限時間が6時間競技において、最高得点チームが
1000点、対象チームが-200点であれば、対象チームは10ポ
イントとなる。



地

天

年 月 日（日）

あだたら高原ロゲイニング
主催：岳温泉観光協会 福島県二本松市

時間：男子（女子可）・女子
時間男子（女子可）・女子

「ほんとの空」があるという安達太良山。その山麓
に広がるあだたら高原の爽やかな風を感じながら
のロゲイニング！レース後には岳温泉に入って心
も体もリフレッシュ！併せてポイント・スコアOL大会
も行っています。

年 月 日（日）

霧ケ峰ロゲイニング
主催：諏訪市オリエンテーリング協会長野県諏訪市

4時間：家族・混合・女子・男子 映画「君の名は。」の舞台モデルと言われる霧ヶ峰
高原。大草原のクレーターの底で「瀧」と「三葉」が
見た風景。神々しい風景の中を巡る4時間を楽しん
でください。

年 月 日（日）
青い森おおわに温泉満喫ロゲイニング
主催：青森県オリエンテーリング協会青森県大鰐町

5時間：家族・混合・女子・男子
3時間：家族・混合・女子・男子

豊かな自然と緑に恵まれた「いで湯とスキーの街」
大鰐（おおわに）を満喫できるロゲイニング大会を
開催します。阿闍羅（あじゃら）山頂からは、津軽の
秀峰岩木山を望むことができます。大会後は、疲
れた体を癒すために、大鰐温泉へどうぞ！

年 月 日 土 日（日）

松本 時間ロゲイニング
主催：長野県オリエンテーリング協会長野県松本市

24時間：混合・女子・男子 2017年に行われたロゲイニング日本選手権。これ
に準じた方法で実施します。今年はスタート・ハッ
シュハウスを松本市のダウンタウンに移します。標
高1800m程度まで駆け上がるフィールドで、信州
の夏を楽しんでください。

年 月 日（土）

北海道ロゲイニング
主催：北海道オリエンテーリング協会北海道留寿都村

6時間：混合・女子・男子
3時間：混合・女子・男子

北の大地でひとあし早めの秋の空気を吸ってみま
せんか。北海道の自然が巨大なスケールで皆さん
をお迎えします。

年 月 日（祝）

ロゲイニング
主催：大町市イベント実行委員会長野県大町市

3時間
家族・混合・女子・男子・シニア

信濃大町と言えば黒部ダム、アルペンルートの玄
関口。でもそれだけじゃない。里山から見る白銀の
北アルプスと、豊かに広がる穀倉地帯。日本海か
ら通じる塩の道街道。大町の魅力をたっぷりと。

年 月 日（日）

さくらおろち湖ロゲイニング
主催：実行委員会島根県雲南市・仁多郡奥出雲町

5時間：混合・女子・男子
3時間：家族・混合・女子・男子

第４回目を数えるこの大会は、全国の八百万の神
様が出雲に集まれる「神在月」に、ヤマタノオロチ
伝説をはじめ、歴史ロマンが数多く残るさくらおろち
湖（尾原ダム）周辺の新たな魅力を感じる大会です。

年 月 日（日）

朝霧ロゲイニング
主催：静岡県立朝霧野外活動センター静岡県富士宮市

5時間：家族・混合・女子・男子 富士山西麓の朝霧高原。競技中にどこからでも見
える雄大な富士山と、参加者は無料で味わえる「豚
汁ポイント」は、朝霧ロゲイニングならではの魅力
です。

年 月 日（土）

松本城ロゲイニング
主催：長野県オリエンテーリング協会長野県松本市

時間：家族・混合・女子・男子 松本ロゲイニングが久しぶりに国宝・松本城に帰っ
てきます。サクサク落葉を踏みしめて見通しのよく
なった里山を走るのは心地よいです。すっかり白く
なった北アルプスの絶景が見えるかも。

年 月 日（日）

北摂フォトロゲイニング
主催：大阪府オリエンテーリング協会大阪府高槻市

時間：家族・混合・女子・男子
時間

北摂での開催も5回目。今回も新たな魅力を見つ
けるポイントであなたをお待ちしています。

年 月 日（日）

有度山ロゲイニング
主催：NPO法人Mnop 静岡県静岡市

時間：家族・混合・女子・男子 2019年は今川生誕500年。静岡生まれのゆるキャ
ラ「今川さん」も待っている。静岡を作った３つの
「川」に因んだポイントで、静岡の自然と文化をたっ
ぷりお楽しみください。

年 月 日（日）

京都歴史探訪シティロゲ
主催：朱雀オリエンテーリングクラブ京都府京都市

時間：家族・混合・女子・男子 現代日本の礎となった約150年前に起こった明治
維新。京都はその舞台の中心であり、現在でもそ
の歴史を感じられる場所が数多くあります。ロゲイ
ニングを通じて幕末の息吹を感じませんか？
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