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第 3回 草津温泉フォトロゲイニング 大会プログラム 

      
【大会名】 第 3 回 草津温泉フォトロゲイニング  【開催日】 2016/10/16 (日) 

【公式サイト】  http://www.kusatsu-photorog.jp/  

 

 

クラス カテゴリー 参加資格 

 

5時間 

男子 男子のみ、20歳以上のメンバーを含む 

女子 女子のみ、20歳以上のメンバーを含む 

混合 男女混合、20歳以上のメンバーを含む 

 

3時間 
一般 20歳以上のメンバーを含む 

ファミリー 20歳以上と中学生以下のメンバーを含む 

 

【主催】 草津温泉観光協会   【監修】 TREKNAO   【後援】 日本フォトロゲイニング協会 

【協力】 草津町 草津温泉旅館協同組合 草津町商工会 草津観光公社 草津熱帯圏  湯の華会 

【お問合せ】 草津温泉観光協会  TEL. 0279-88-0800  

http://www.kusatsu-photorog.jp/
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■会 場 

●集合場所・スタート＆フィニッシュ  

天狗山レストハウス（草津国際スキー場）  

住所：群馬県吾妻郡草津町大字草津白根国有林１５８   

 

●会場レイアウト図  

 

     
 

●参加者用駐車場 

会場近くの『天狗山第１駐車場』をご利用ください。（24 時間無料です）   
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■アクセス 

草津町内へのアクセス  

【車の場合】 

① 関越道・渋川伊香保 IC から約 60ｋｍ  

② 上信越道・上田菅平 IC から約 55ｋｍ  

③ 上信越道・碓氷軽井沢 IC から約 57ｋｍ  

＊駐車場は天狗山第１駐車場をご利用ください（24 時間無料・トイレあり）  

【電車の場合】 

① JR 吾妻線・長野原草津口駅から JR バス利用で草津温泉バスターミナルへ  

② 長野新幹線・軽井沢駅から路線バス利用で草津温泉バスターミナルへ  

【高速バスの場合】  

① 新宿駅または東京駅から「上州湯めぐり号」で草津温泉バスターミナルへ  

＊草津温泉バスターミナルから会場までは徒歩約 20 分です。  

＊高速バスは事前のご予約がお薦めです。くわしくはＪＲバス関東のＷＥＢサイトでご確認ください。  

■タイムテーブル 

駐車場は、天狗山第１駐車場をご利用ください（24 時間無料です） 

 

◆10 月 15 日（土）※大会前日  

13：00～16：00（随時）   前日ゼッケン引換＆ミニゲーム開催  

・どちらも天狗山レストハウスにて受付を行います。  

・「ゼッケン引換」は受付ブースへお越しください。チームのどなたでも結構です。  

・「ミニゲーム」はチーム全員でご参加いただける内容ですが、チーム全員そろっていなくても OK です。  

・前日にゼッケン引換をされた方には、「湯もみと踊りショー」観覧無料券などの特典をご用意しています。  

・初心者向け「読図とルールのご案内所」も設置しますので、気軽にお立ち寄りください。  

ミニゲームについて 

「ミニゲーム 草津温泉で見つけて☆ケロフォト」 

写真の場所を街で見つけて、地図に印をつけましょう。制限時間は大会当日の朝までです。  

前日受付にて、チームに１枚、白地図とチェックポイントの写真をお渡しします。  

 

◆10 月 16 日（日）※大会当日  

8:00～     ゼッケン引換開始  

・天狗山レストハウスにて行います。受付ブースへチーム代表の方がお越しください。  

・館内に更衣室や荷物置き場をご用意しますが、取り違えに注意し、貴重品は各自で管理ください。  

・初心者向け「読図とルールのご案内所」も設置しますので、気軽にお立ち寄りください。  

8:50～   開会式・競技説明・地図配布（作戦タイム） 

出走の準備を整えて場内ステージ付近にお集まりください。注意事項の連絡もありますので、 

必ずご参加ください。  

9:30    スタート（一斉スタート） 

12:30       3 時間の部：フィニッシュ 
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13:00 頃  3 時間の部：表彰＋お楽しみ抽選会 

14:30       5 時間の部：フィニッシュ 

15:00 頃  5 時間の部：表彰＋お楽しみ抽選会 

■競技情報 

【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）、 

解説付きチェックポイント写真一覧を添付  

【チェックポイント数】 約 40 ヶ所を予定  

【特別ルール】 白根火山ロープウェイとバスの利用を許可します。  

＊地図のご提示で割引有（公共バス以外の有料施設） 

＊ルール詳細やバス運行時刻については当日発表します。  

■持ち物 

◇参加者が用意するもの 

□天候に応じた防寒着や雨具、手袋   □飲食物（行動食）   □保険証   □身分証明書   

＊以下はチームに最低 1個はご用意ください。 

□デジタルカメラまたは携帯電話のカメラ   □緊急連絡用の携帯電話   □筆記用具    

□電卓   □コンパス（レンタルを用意しますが、数に限りがあります）   □時計  

 

（もしもに備えて） □レスキューセット   □熊鈴   □予備バッテリーなど 

 

【重要】本大会のエリアには登山道が含まれます。草津温泉の標高は 1100～1200m、10 月の平均気温は 9.5℃。ロープウェ

イを利用した山頂駅は、標高2027mです。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。 

■特記事項 

山エリアのチェックポイントに行く為には、それぞれの体力、経験に応じた装備と、コース選びが重要となりま

す。登山道では、のぼり優先。ハイキングの方もいらっしゃいます。すれ違い・追い越しの時には、ひと声かけて、

歩いて通過しましょう。どうぞ、ご安全に、余裕を持ってお楽しみください。  

■草津温泉フォトロゲイニング大会実行委員長  草津温泉観光協会長 中澤敬より  

皆様、ようこそ草津温泉へお越しくださいました。自然の恵みを存分に感じることができる秋の色濃いこの時期に、３

回目となります「草津温泉フォトロゲイニング」を開催できますことを、出場される選手の皆様やご家族の皆様、並びに

関係者各位に感謝申し上げます。 

草津温泉は温泉をはじめとし、雄大な自然により育まれた街です。当大会ではその草津町全域で行われますので、草

津温泉を充分にお楽しみ頂けると存じます。大会終了後は、是非温泉に浸かり心身ともに癒して頂ければと思う次第で

ございます。皆様が無事に大会を終えられることをご祈念致しまして、歓迎のご挨拶とさせて頂きます。  
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■フォトロゲイニングのルール 

 

★ 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、現地で通行禁止になっている場所は通らないでください。 

通行可能な場合は地図に記載します。  

★ 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。 

現場の社会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は走らない、 

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ご参加ください。  

 

 

(1)スタート前 

 

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ポイント一覧を全員に配ります。 

合図があるまで開封しないでください。主催者の合図で、作戦タイムのあとに一斉にスタートです。  

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。  

 

(2)チェックポイントを目指して移動 

 

時間内に、自分たちのペースで可能なポイントを選んで回りましょう。  

チームメンバーは常に一緒に、30m 以上は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。  

 

(3)写真を撮影（ポイント獲得！） 

 

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全員が写るようにしてください。   

 

 (4)フィニッシュ 

 

制限時間内に、チーム全員揃ってフィニッシュしてください。  

合計得点が高い順に、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。  

制限時間を過ぎると、1 分につき 50 点の減点です。  

（例：制限時間 14:30:00 で 14:30:01～14:31:00 にフィニッシュした場合、-50 点。以降さらに減点）  
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■フィニッシュから結果提出までの流れ 

(1)フィニッシュ 

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。  

＊10 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の下部に記載）。  

(2)スタッフにチーム名をお知らせください。（帰還チェック）  

＊棄権や失格のチームも、必ず帰還チェックは行ってください。  

(3)結果提出 

◆フィニッシュしたチームから随時 場所 

 

★スタッフが、結果提出用紙をチームの代表者に渡します。 

 

→ 天狗山レストハウス内に移動して結果を記入 

 参加者は、ゼッケン番号、チーム名、回った順番、フィニッシュ時間（カメラに写

ったもの）を記入します。 

 速やかに表彰を行うため、15 分以内に提出してください。 

※得点の計算はスタッフが行います。 

→ スタッフに結果を提出します。 

写真チェックはこの時点では行いません。 

 

 

フィニッシュ地点  

 

天狗山レストハウス  

■写真チェック 

上位および、任意のチームを呼び出します。代表者はカメラを持ち、写真チェックを受けてください。  

■表彰 

各クラス、カテゴリー上位３位まで。特別賞も用意しています。  

■その他 

【お楽しみ抽選会】 

各クラスの表彰式の後（13：20 頃から及び 15：20 頃からの 2 回）、天狗山レストハウスにて草津温泉の旅館宿泊

利用券等が当たるお楽しみ抽選会を予定しています。 

 

【メディア、スタッフによる撮影】 

メディアおよびスタッフが、スタートやフィニッシュ、フォトロゲ中のみなさんを撮影します！  

支障のある方は、スタッフまでお知らせください。  
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■注意事項 

 

立入禁止（地図上の赤の縦線または赤の×）には入らないで下さい。本大会は競技専用のエリアではなく、町で
行われます。交通ルールの厳守、山野や道路へのゴミ捨て禁止、寺社仏閣の境内等・衝突の危険がある場合は
走らないなど、ご配慮をお願いします。守られない場合、主催者の判断により出走を禁止する場合があります。
天候などにより中止する場合でも参加費の払い戻しは行いません。参加者は自己の責任において体調を管理し、
体調が悪くなった場合には即競技を中止してください。本大会には、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。運営者は、安全確保・説明と万が一の際の迅速な対応に努めますが、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下さい。また、万が一不慮の事
故が発生し医療機関での治療が必要となった場合は、大会運営者が加盟の傷害保険の範囲内で対応させて頂
きます。ただし、既往症の発病に関しては保険の適用はございません。イベント中に撮影した写真をイベントの紹
介に利用する場合があります。 
 
フォトロゲイニング®の実施にはガイドラインがあります。 
詳しくは日本フォトロゲイニング協会 http://photorogaining.com/ にお問い合わせください。  

 

 

【フォトロゲイニング かんたんフロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://photorogaining.com/
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