＜富士山麓ロゲイニング 2021＞
富士山の裾野で本格的なアウトドアナヴィゲーションにチャレンジ！
共催：NPO 法人 Mnop・県立朝霧野外活動センター

昨年から延期となった富士山麓ロゲイニング 2021 を開催します。CP は主として朝霧高原北部から
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。ナイト走行のない６時間クラスもあります。
◼

イベント概要
開催日 2021 年５月 29 日（土）
（雨天決行、警報発令時は中止とします。）
会場 静岡県立朝霧野外活動センター（富士宮市根原１）

◼

方式

制限時間 12 時間のロゲイニング。２～４人１チーム。
半数程度の CP を写真撮影方式、半数程度を電子パンチによる記録方式とします。

定員

計 100 組（ただし６時間の部の定員を 40 組とします。定員になり次第締め切ります）

参加資格
アウトドアでの行動を自律して行うことができ、競技規則とマナーを守れる方。保護者以外の方
と一緒に出場する未成年の場合には、保護者の承諾書が必要です。
（１）

12 時間ロゲイニング
約２時間程度の夜間のナヴィゲーションがあります。以下の①②③に該当するメンバーをチ
ームで最低１人以上を含んでください。各項目は別のメンバーでも OK です。チームに大学
生（または相当年齢）以上を含むこと。中学生以下は原則として参加できません。
① ５時間以上のロゲイニングに参加経験がある。
② 野外での８時間以上の連続した行動経験（トレラン、登山、種目を問わず、休憩時間な
どを含んでもよい）を持ち、自然の中で想定されるリスクに対応できるスキルを持つ。
③ アウトドア（ロゲイニング、トレラン、登山を問わず）で夜間（ライト点灯が必要な時
間帯）行動の経験がある。

（２）

◼

６時間
高校生（または相当年齢）以上で構成されている、または、成人を含むチームであること。

スケジュール（予定。細部は変更の可能性があります）
【５月 28 日（金）】
16:00
19:00
22:00

受付開始
ワンポイントレッスン（約 45 分、無料）
チェックイン終了（宿泊の方は必ずこの時刻までにお越しください）

【５月 29 日（土）】
6:30

受付開始・朝食提供

8:15

地図配付

9:00
15:00

スタート（12 時間、６時間とも）
６時間の部制限時刻

18:00～19:00

６時間の部夕食提供

21:00
～22:00

12 時間クラス制限時刻
12 時間の部夕食提供

21:45

表彰式（予定）

【５月 30 日（日）】
宿泊者は朝食後、自由解散
◼

招待者（敬称略）
【2018 年本大会 12 時間クラス優勝者】
男子 マッパ（田中公悟，竹内利樹）

【日光浪漫派ロゲイニング 2019 優勝者】
6 時間スコアコース

女子 10 分くらい（湯浅綾子，久津間紗希）
男女混合 智隊（鈴木智人，福井奈穂）

欲張りな犬（清水俊佑,阿部遼太郎）
30km ストレートコース
あざお OLC 選抜（前中脩人,橘孝祐）

招待者については該当の個人単位で参加費無料扱いとします。
（非該当者との混成チームの場合、
該当者の参加費のみ無料。招待者を含むエントリーは M-nop ウェブのみで受付ます。
）
◼

料金
▶ 参加料
12 時間：8,800 円（１人当たり。大学生 4,400 円、高校生以下 4,400 円）
6 時間：4,400 円（１人あたり。大学生 2,200 円、高校生以下 2,200 円）
延期された昨年大会に申し込まれたチームは 1,000 円割引。クラブ活動等のチャンスが減っ
ている大学生以下の方に最大限機会を提供するため６時間の部の参加費を値下げました。
▶

宿泊料等
定員

28 日泊料金（朝食付き）

29 日泊料金（夕・朝食付き）

本館棟

24 組

2,200 円/人

3,200 円/人

キャンプ場

60 組

1,900 円/人

2,900 円/人

※
※
◼

定員の「組」とは基本的に同一チームからなる集団（１人の場合もあり）を指します。
宿泊に関しては次項「宿泊」に詳細説明がございますので必ずお読みください。

宿泊
５月 28 日（金）
、５月 29 日（土）に、朝霧野外活動センターに宿泊可能です。
本館、キャンプ場が利用可能です。コロナ感染防止対策のため、定員が少なくなっています。ご
理解ください。特に後泊は毎年 100 人程度の方が利用されます。より定員の少ない本館は早期に
満室となる可能性がございますので、積極的にキャンプ場の利用をご検討ください。
（例年よりも
利用しやすいようテントを主催者より提供します、詳細は下記「キャンプ場泊について」の項目
をご確認ください。
）
宿泊場所となる朝霧野外活動センターは社会教育施設です。一般のホテル・旅館のようなサービ
スはありませんのでご了承ください。
▶

部屋割りルール （本館・キャンプ場共通 ※キャンプ場泊の場合”部屋”を”テント”と読み替えてください。）
感染防止と収容人数の双方の観点から下記のルールで部屋割りを実施します。

① １部屋の定員は４名まで。
② 同チーム（または③に該当する同室希望他チーム）の同性に 1 室を割り振ります。
（た
だし、相互の同意があり、同室希望の旨の連絡があった場合は異性でも同室を認めます。
）
③ 他チームは基本的に別室。
（ただし、同一都道府県内居住者で相互の同意があり、同室
希望の旨の連絡があった場合は他チームでも同室を認めます。
）
▶

キャンプ場泊について
例年はテント持参をお願いしていますが、本館の定員減のため、すのこ付きの学校林間学校
用テントを主催者より提供します。
（マット・寝袋の提供はありません。テント以外に必要な
物はご持参ください。
）
テントは１組に対して１テントの提供です。テントを持参することも可能ですが、宿泊料は
変わりません。お風呂は本館を利用でき、夕朝食の提供もあります。
（食事なしの選択はでき
ません。
）

◼

クラス
12 時間男子（男子のみで構成）
、12 時間女子（女子のみで構成）
、12 時間混合（男女それぞれ１
名以上で構成）
、６時間（制限時間６時間）

◼

エリア・コース
富士山西麓の、南北約 18km 東西約 12km のエリア。標高は約 400～2000m です。道路や林道が発達
していますが、登山道やトレイルも多いです。チェックポイントは道を外れた森の中に設定され
る場合もあります。史跡名所を写真撮影するチェックポイントとオリエンテーリングフラッグを
設置し電子チップで計測するチェックポイントが混在しています。

◼

表彰
各クラス上位３チームを表彰。
ただし、６時間クラスでは、上位３位以外の、男子のみのチーム、女子のみのチーム、混合チー
ム（男女それぞれ 1 名以上で構成されたチーム）
、家族チーム（中学生以下（同一家族である必要
はない）を含むチーム）の各１位も表彰します。

◼

新型コロナウイルス感染拡大防止に関するお願いとお知らせ

会場となる朝霧野外活動センターで定める感染症対策の規程により、大会参加にあたり、
参加１週間前(５月 22 日(土))から毎日、体温の計測および健康観察を行い、各自で記録し



◼

てください。また、参加後 2 週間も体温の計測および健康観察を行い、各自で記録してく
ださい。
健康観察には所定の健康観察票を使用していただくとともに、事前健康観察票は大会当日
の提出にご協力ください。
提出いただいた事前健康観察票は大会終了２週間後に破棄します。

申し込み方法
▶ スポーツエントリー
http://www.sportsentry.ne.jp/からお申込みください。
但し、スポーツエントリーでは宿泊のお申込は出来ません。宿泊は別途 M-nop の公式ページ
http://www.m-nop.com/の富士山麓ロゲイニング大会ページにある宿泊申込フォームからお
申込みください。
▶

M-nop へ直接のお申込
（参加料他経費払い込みの確認が出来次第エントリー完了とします。
）
M-nop の公式ページ http://www.m-nop.com/の富士山麓ロゲイニング大会ページにあるエン

トリーフォームからお申込みください。宿泊のお申込もこちらから可能です。
【参加費振り込み先】
→

ゆうちょ銀行 記号：12300 番号：54031151
名義：NPO 法人 Map,Navigation,and Orienteering Promotion
(カナ：ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝﾏｯﾌﾟﾅｳﾞｨｹﾞｰｼｮﾝｱﾝﾄﾞｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ)

→

静岡銀行（銀行コード 0149） 池田支店（店番 131） 普通 口座番号：0519148
名義：NPO 法人 Map,Navigation,and Orienteering Promotion
(カナ：ﾄｸﾋ)ﾏﾂﾌﾟﾅｳﾞｲｹﾞｰｼﾖﾝｱﾝﾄﾞｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛﾓｰｼﾖﾝ)

※ ネットバンキング等で名義カナが長すぎる場合、入力できるところまでで ok です。
▶

エントリー期間
4 月 10 日～５月 10 日（月）
（定員 100 組に達し次第締め切りとします）
。

▶

未成年の参加について
未成年者が保護者と同一チームで出場しない場合、保護者の承諾（氏名と連絡先電話番号）
が必要です。社会人・大学生であっても未成年者の場合は上記承諾が必要ですのでご注意く
ださい。

◼

その他
▶

注意事項



▶

夜間行動も含むアウトドアスポーツです。潜在的な危険もあるスポーツです。
本イベントには必須装備があります。コンパス、雨具（防水）
、水・行動食、ファース
トエイド用品、サバイバルブランケット、ヘッドライト、デジタルカメラ、携帯電話、



熊鈴、笛が必須装備となる予定です。詳しくはプログラムで公表します。
競技についての詳しい情報は、５月 20 日にウェブで公開されるプログラムをご覧く



ださい（URL：http://www.m-nop.com/）
。
雨天決行、荒天の場合は中止または短縮開催となります（その場合も参加費の返金は



ありません。ご了承ください）
宿泊場所となる朝霧野外活動センターは社会教育施設です。一般のホテル・旅館のよ
うなサービスはありませんのでご了承ください。



ナヴィゲーションゲームズ 2021 の対象レースです。

キャンセルと返金について
（振込にてご返金の場合は手数料を差引いての返金となります、ご了承ください。
）


【 宿泊 】
５月 24 日（月）17 時までのキャンセルは全額返金します。
５月 24 日 17 時以降より宿泊日前日（27 日）までのキャンセルは食事代を除いて返金
します（概ね１泊に付き 1,500 円程度返金）
それ以降のキャンセルは返金なしとさせていただきます。



【 競技 】
申込締切（５月 10 日）までのキャンセルは事務手数料（1,000 円）を差引いて返金し
ます。
（この場合のみ振込で返金する際の手数料負担は主催者側とします。
）
それ以降、参加者都合のキャンセルの場合には、返金なしとさせていただきます。
緊急事態宣言、静岡県による県外との往来自粛などの措置によりイベントの実施が困
難な場合には、開催準備に掛かった経費を差し引いて返金いたします。

