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沖縄ロゲイニング 2011 首里大会 

大会プログラム 

 
【期日】  平成 23 年 11 月 27日（日）【雨天決行・荒天中止】 

【競技エリア】 沖縄県那覇市首里エリア 

【集合場所】 那覇市末吉公園多目的広場（沖縄県那覇市首里末吉町一丁目） 

【駐車場】 無 

※末吉公園には駐車スペースを確保してありません。ゆいレール等公共交通機関をご利用下

さい。車でお越しの方は、必ず首里城・新都心周辺のコインパーキングをご利用下さい。 

【主催】  NPO 法人ホールアース研究所沖縄事務所 

【協賛】  アウトドアショップ NEOS、㈱モンベル、 

沖縄コカ・コーラボトリング㈱ 

【後援】  沖縄県（沖縄県教育委員会）、沖縄観光コンベンションビューロー、

那覇市、那覇市観光協会、日本ロゲイニング協会、 

日本オリエンテーリング協会 

 

※大会当日までに重要な変更がある場合には、大会受付時に各チーム代表者に変更点を記し

たものを配布いたしますので、必ず内容をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主催者挨拶 

この度は、沖縄ロゲイニング 2011 首里大会にエントリーしていただき、ありがとうご

ざいます。 

ロゲイニングはもともと森の中を主なフィールドとして行うスポーツですが、沖縄ロゲイ

ニングはアスリートの皆さんにはもちろんのこと、家族や友人と一緒に楽しみながら開催地

を巡りたいという方にも満足していただけるような大会を目指しています。 

 首里の街には、首里城の他にも歴史的・文化的に一見の価値がある素材が各所に残ってい

ます。路地裏の何気ない場所に残る琉球王国時代の息吹を、大会を通して楽しんでいただけ

れば主催者として嬉しい限りです。 

 

ロゲイニングは風景を楽しむだけでなく、一緒に行動するチームメンバーとのコミュニケ

ーションを楽しめることも魅力の 1 つです。ご家族、ご友人との会話も大会中にぜひ楽し

んで下さい。 

最後になりますが、沖縄ロゲイニングはあくまでも楽しんでいただくことを第一の目的と

しています。もちろん順位も気になるところですが、大会中は無理な行動や無謀な行動はぜ

ひ控えていただき、事故のない大会運営にご協力下さい。また、開催地の協力あっての大会

ですので、地元の方や他の参加者への配慮をお願いいたします。ゴミを持ち帰ることはもち

ろんのこと、環境に配慮した行動や、出会った方への挨拶など、今後も気持ちよく活動を認

めていただけるよう、参加者の皆さまのご協力をお願いたします。 

では、参加者の皆さまが今大会を通して、楽しい時間をお過ごしになるとともに、首里の

街の魅力を再認識していただけることを願っています。 

 

主催者代表 NPO 法人ホールアース研究所沖縄事務所 事務局長 角田周一 
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１．スケジュール 

 

10:30～12:00 競技受付 

11:00～12:00 地図読み講習会【無料】※希望者のみ 

  12:00～  開会式、競技説明 

  13:00  競技開始（制限時間 3 時間） 

  16:00  競技終了 

  16:30  表彰式 

  17:00  大会終了 

 

①10：30～12：00 の間に競技受付を行って下さい。受付場所は競技集合場所である末吉

公園内の多目的広場に設置します。受付時にチーム名をお伝え下さい。また大会プログラム

の末尾にあるチーム票兼参加同意書に記入していただき（切り取る）、大会当日受付に提出

して下さい。競技受付はチームメンバーの代表 1 名の方に来ていただければ結構です。 

②競技受付が終わりましたら、チームごとに競技の準備や食事を済ますなど、自由にお過ご

し下さい。12:00 にはチームメンバー全員揃って集合場所である多目的広場に再集合をお

願いします（時間厳守のこと）。 

③地図読み講習会に参加希望の方は、11:00 までに競技受付を済ませて下さい。地図読み

講習会は、競技受付と同じ多目的広場にて行います。 

④開会式、競技説明終了後はすぐに競技開始となります。競技に参加出来る格好になるなど

の事前準備は競技説明までに済ませておいて下さい。 

⑤競技開始 20分前（12:40）を目安に地図および写真見本表（後述）を各チームにお配り

いたします。その後 13:00 からロゲイニング競技開始です。 

⑥競技終了後は集計に入りますので、ゴールされた皆さんは多目的広場周辺でお待ち下さい。 

⑦集計終了後、表彰式に入ります。入賞されたチーム以外にも、賞品獲得のチャンスがあり

ますので、お楽しみに！ 

 

 

２．会場案内 

【集合場所】那覇市末吉公園 多目的広場 

※末吉公園には駐車スペースを確保してありませんので、ゆいレール等公共交通機関をご利

用下さい。車でお越しの方は、必ず首里城・新都心周辺のコインパーキングをご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ゆいレール「市立病院前駅」または「儀保駅」から約 300メートルで公園入口に到着。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

末吉公園 

公園入口 

集合場所：多目的広場 
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■公園入口から矢印の方向に階段を下りていくと、集合場所である多目的広場に到着します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．持ち物 

【必要な持ち物：必須】 

□動きやすい衣服、帽子、靴など、スポーツに適した格好 

□コンパス（方位磁針） ※プレート型コンパスがお勧め。当日貸し出しはありません。 

□時計 

□携帯電話（チーム代表者） 

□デジタルカメラ（携帯電話のカメラでも可）※ポイント通過証明に必ず必要ですので、お

忘れないように！ 

□行動食や飲み物 ※競技中にコンビニ等で購入しても構いません。 

□雨具・防寒具 ※急な天候変化に対応できるようにご用意ください。 

□地図 ※競技開始直前に主催者からお渡しします。 

□写真見本表（※後述） ※競技開始直前に主催者からお渡しします。 

□チーム票兼参加同意書 

 

【必要な持ち物：推奨】 

□ペンなどの筆記用具 ※当日配布される地図に、情報を書き込ときに便利です。 

□お金 ※競技中、自販機等で飲み物等を購入する場合は、小銭を準備しておくと便利です。 

□リュックサック等 ※飲み物や携帯電話、財布などを持ち運ぶのに便利です。 

 

【ロゲイニング装備（ウェア・靴・コンパス等）を揃えられるオススメのお店】 

アウトドアショップ NEOS 
http://www.outdoor-neos.com/shopinfo.html 

 

【牧港本店】  住所：浦添市牧港 2-50-11    

電話：098-877-6122 

 

【CARGOES 国際通り店】 住所：那覇市安里 2-1-1 

サイオンスクエア CARGOES1F 

電話：098-943-4617 

 

 

４．競技情報 

●ロゲイニングとは 

ロゲイニングとは、地図とコンパスを使用し、限られた制限時間内にエリア内に設置され

たチェックポイントをまわり、チェックポイントにつけられた得点の合計で順位を競うフィ

ールドスポーツです。基本的に 2 名以上のチームで行動します。首里大会では、ファミリ

ー層からアスリートまで幅広く楽しんでいただくため、チェックポイントは比較的わかりや

すい場所に設定してあります。また、沖縄ロゲイニングでは、風景を楽しんでいただける場

所を多くチェックポイントに選んであります。 

ロゲイニングに関する詳細情報は、日本ロゲイニング協会のページをご覧ください。 

【日本ロゲイニング協会 HP】  http://www.rogaining.jp/index.php?lang=ja 

 

●競技ルール 

・競技の制限時間は競技開始から 3 時間後です。13時スタート、16 時が制限時間です。 

・制限時間内に、もっとも多くの得点を獲得したチームが優勝となります。 

集合場所：多目的広場 

トイレ 

トイレ 
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・各チェックポイントには異なる得点が付けられています。一番多くのチェックポイントを

まわったチームが優勝するとは限らず、一番高い得点を稼いだチームが優勝します。 

・同得点の場合は、制限時間内に先にゴールしていたチームを上位とします。 

・ゴールは、チームメンバー全員そろってゴールテープを通過した時点とします。ゴールテ

ープは競技開始後に、大会本部前に設置します。 

・撮影したチェックポイントでの写真は、ゴール後にスタッフによる審査を受け、得点を確

定して下さい。 

・制限時間に遅刻してゴールしたチームは、1分遅刻するごとに 100 点の減点とします。 

（例 38 秒遅刻→100 点減点 1 分 13 秒遅刻→200 点減点 2 分 30 秒遅刻→減点

300 点） 

・制限時間を 30分以上遅刻したチームは、失格とします。制限時間から 30分以上遅刻し

ているチームは競技の途中であっても主催者に電話連絡し、指示に従うようにして下さい。 

・競技中の主催者への連絡先は、当日お配りする地図に記載されています。 

・各部門（一般混合、一般女子、一般男子、ファミリー）の上位 3 チームは表彰対象とな

りますので、楽しみながらもたくさん得点できるよう頑張って下さい。入賞されなかった

方にも、賞品獲得のチャンスがありますので、ぜひ表彰式にご参加下さい。 

・行動はチームメンバーが常に一緒におこなって下さい。各メンバーがバラバラに別々のチ

ェックポイントを取りに行ったり、特定のメンバーだけがチェックポイントに行ったりす

ることはルール違反となります。単独行動が発見された場合は、失格になりますのでご注

意下さい。 

・競技中の移動に、車・タクシー・バス・自転車などを利用することはできません。使える

のは脚のみです。 

・チェックポイントをまわる順番やどのチェックポイントに行くかどうかは各チームの自由

です。また、すべてのチェックポイントをまわる必要はありません。制限時間内に、チー

ムの体力にあわせてチェックポイントをまわって下さい（※優勝者であっても、制限時間

内にすべてのチェックポイントをまわれないように設定しています）。 

・すべてのチェックポイントの合計得点は、1,000点に設定します。 

・チェックポイントは、競技スタート直前に配布される地図に赤丸で記されています。赤丸

の中心にチェックポイントとなる対象物があります。赤丸の横に記されている番号は、そ

のチェックポイントの得点を示しています。 

・地図全体に斜めに入っている直線は、磁北線です。線の上方がコンパス（方位磁針）の北

を示します 

（読図クリニックに参加される方には、当日詳しく説明します）。下記の【例 1】参照 

 

【例 1 地図例】 

 
 

・チェックポイントの通過証明は、その場所でデジタルカメラまたはカメラ付き携帯電話で

写真を撮ってくることによって通過証明とします。 

・競技開始直前に、地図とともに【写真見本表】を配布します。各チェックポイントでは、

写真見本表と同じようなポーズ＆アングルで写真を撮って下さい（【例 2】参照）。 

・写真には、撮影者以外のメンバー全員でポーズをとって写って下さい。 

・ただし、チェックポイントで写真を撮る際に、住民や観光客の方がいて同じような写真が

チェックポイント

の得点を表します 
赤丸の中心に、チェック

ポイントとなる対象物が

あります 

磁北線：線の上方がコン

パスの北を示します 
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撮れない場合は、そのチェックポイントと判断可能な写真を撮れば OK とします。 

・本大会は少人数のスタッフで運営しています。得点計算の都合上、写真を撮るデジタルカ

メラ（または携帯電話のカメラ）を 1台にまとめていただくと集計時に助かります。 

 

【例 2 写真見本表例】 

 

 

 

 

 

 

●地図 

使用地図は、国土地理院発行の地形図「那覇」（10000 分の 1）を部分修正し複製した

ものを、7500分の 1に拡大したものを使用します。サイズは A3 判×2枚。 

※当日配布する地図の他に、駅や観光施設で配布されている地図も使用可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

●注意事項 

・集合場所である末吉公園では、特に更衣室の準備はしておりません。あらかじめ動きやす

い格好に着替えてきていただくか、トイレ等での着替えをお願いします。 

・競技中の貴重品は、ご自身で管理をお願いします。着替え等、競技中に持ち歩くことがで

きない荷物用として、大会本部近辺に荷物置き場を用意いたしますので、ご自由にご使用

ください（管理は各自）。 

・競技エリア内には、交通量の多い道路が多数含まれています。道路横断の際は歩道橋や横

断歩道を利用し、必ず交通ルールを守るようにして下さい。 

・道路が濡れていると、予想以上に滑ります。特に末吉公園内や石灰岩質の道を通行する際

は、十分注意して下さい。特にファミリーでご参加のチームはお子様の転倒に注意して下

さい。 

・参加者は自己の責任において安全・体調を管理し、事故の発生もしくは体調が悪くなった

場合には必ず主催者に連絡するとともに、すみやかに競技を中止してください。競技中の

主催者への連絡先は、当日配布する地図に記載されています。 

・大会は地元の方の理解の上で成り立っています。ゴミの持ち帰りはもちろんのこと、競技

中であっても地元の方への挨拶など、気持ちよくフィールドを使わせていただきましょう。 

・天候の悪化などで競技途中に、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

でも参加費は返金しませんのでご了承下さい。 

・大会中の映像、写真、記事等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は主催

者に属します。 

 

5.地図読み講習会【無料】 

ロゲイニング競技をより楽しんでいただくため、無料の地図読み講習会を行います。ロゲ

イニングの説明や、地図やコンパスの使い方を簡単に講習します。参加者はコンパスをご持

参下さい。場所は競技受付と同じ多目的広場で行います。 

【時間】11:00～12:00  

※参加希望の方は 11:00までに競技受付を済ませておいて下さい。 

写真見本表の人物と同じポーズ

でハイ、チーズ！ 

地図上の数字（チェックポイント

の得点）に対応 
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7.荒天対応について 

大雨・暴風警報が発令されていた場合、その他主催者が大会運営を困難と判断した際は、

ロゲイニング大会を中止します。催行判断は、大会当日 11 月 27 日（日）午前 6時 の天

気予報等により判断し、中止の判断をした場合は、午前 7 時～8 時の間にチーム代表者の

携帯電話に中止連絡をいたします。その場合は、事務手数料（大人 1,000 円、子ども 500

円）を引いて参加費を返金いたします。交通費や宿泊費その他大会参加にかかる費用に関し

て、大会主催者は責任を負いませんので、ご了承下さい。また、チームの代表者宛に競技で

使用する予定であった地図および写真見本表を郵送します。 

※競技途中に天候の急激な悪化等により主催者の判断で競技を中止することがあります。そ

の場合には参加費の払戻しはいたしませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

8．お問合せ先 

 

●ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。 

 ホールアース研究所沖縄事務所 

【メール】 okinawa@wens.gr.jp 

【TEL/FAX】0980-58-3536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. チーム票兼参加同意書  

※チーム代表者は下記をあらかじめ記入し、競技受付時に提出して下さい 

 

沖縄ロゲイニングには、怪我・病気につながる事故が発生する危険性が潜んでいます。主催

者は、安全確保・説明と万が一の際の迅速な事故対応に最大限努めますが、参加者の皆さま

も安全管理に一定の責任を負っている旨をご理解いただき、安全な大会催行にご協力くださ

い。また、競技中に不慮の事故が発生し、医療機関での治療が必要となった場合は、当団体

加盟の傷害保険の範囲内で対応させていただきます。ただし、既往症の発病に関しては、保

険の適用はありません。沖縄ロゲイニングに参加されるにあたっては、必ず上記をご確認く

ださい。 

 

チーム代表者として上記の点を理解し、チームメンバーにも理解を促します。 

 

平成 23年  月   日 

 

チーム名                     

 

チーム代表 署名              印  

 

チームメンバー氏名 

1（代表者） 2 3 

4 5  

 

切
り
取
り 


