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ようこそ伊豆半島ジオパークへ！  
 

 

■伊豆半島ジオパーク・ロゲイニング大会 

 

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特徴的であり、

特別かつ地質学的に貴重な自然遺産を含む地域として 2012年には「日本ジオパーク」、そして 2018年

に「ユネスコ世界ジオパーク」に認定されました。 

 

伊豆半島のこのユニークな地形と地質、そして素晴らしい自然と様々な観光地を自分たちの足で回り、

ぜひ体験して頂きたいという想いからロゲイニング大会を 2016年に始めました。2016年の伊東を手始

めに、函南（2017 年）、西伊豆（2018 年）、南伊豆（2019 年）と伊豆の国市（2020 年）で開催してきました

が、2 年ぶりに開催する第 6 回となる 2022 年大会は、伊豆半島の南に位置する下田市エリアでの開催

となります。 

 

 

■今回の舞台は開国のまち、「下田市」です！ 

 

今大会の舞台となる下田市エリアは伊豆半島の南部で、神秘的な空間の龍宮窟、見事な自然の造形で

ある爪木崎、恵比須島など、過去の火山活動の名残となるジオサイトが多く点在しています。加えて、幕

末にペリーが率いる黒船が来航した開国ゆかりの町。そんな魅力あふれるジオ、歴史の舞台が今回の

競技エリアです。 

 

今回も初心者からエキスパートまで楽しめるコース設定で、下田市エリアの魅力的なビューポイントや、

その地域の歴史や文化を感じさせる場所をピックアップしました。地元の特徴を活かした遊び心あるポイ

ントもあります。伊豆半島の素晴らしいジオパークを存分に楽しんでください！ 
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大会要項 

大会名 伊豆半島ジオパーク・ロゲイニング大会２０２２ 

 

開催日 ２０２２年３月２６日（土） 

 

競技エリア 静岡県 下田市エリア 

 

種目・表彰 ６時間コース（制限時間６時間）： 男子チーム、女子チーム、混合チーム 

４時間コース（制限時間４時間）： 一般チーム、ファミリーチーム、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下さい。 

● ２０歳未満の未成年者は保護者の同意を得てご参加下さい。 

表彰 各クラス上位３チーム 

主催・後援 

協力 

主催： 伊豆半島ジオパーク推進協議会 

後援： 下田市 

協力： 下田市観光協会、下田商工会議所、伊豆急ホールディングス株式会社、

東海自動車株式会社 

運営：  アドベンチャーディバズ（株）  

 

 

 

協賛 

今大会でも多くの皆さまから心温まる協賛をいただきました。 

 

NPO 法人伊豆水上バイク安全協会 

株式会社ナチュラルキッチン 

下田ガス株式会社 

伊豆クルーズ 

観音温泉 

沼津信用金庫 

土屋建設株式会社 

御宿しんしま 

昭和湯 

いづみ荘 

下田荘 

伊豆漁業協同組合 

上原美術館 

小木曽商店 

魚河岸 

下田海中水族館 

下田開国博物館 

漁師料理ゑび満 

とん亭 下田料理キンメ屋 

 

など多数 

（順不同） 
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大会スケジュール 

スケジュール ●６時間コース （制限時間 6 時間） 

大会受付:    8:30 - 9:50 

集合・挨拶 10:00 

地図配布：  10:10 

スタート：   10:15  

ゴール：     16:15 

 

●４時間コース (制限時間 4 時間) 

大会受付:  8:30 – 10:50 

集合・挨拶： 11:00 

地図配布：   11:10 

スタート:     11:15 

ゴール：      15:15 

 

●６時間コース、４時間コース合同 

表彰式：    16:45 

 

表彰式の最後に、素敵な賞品が当たるチャンスがある抽選を行います。ぜひご

参加ください。受付後、抽選券を渡します。お好きな賞品前に置いてある袋に抽

選券を投入して下さい。 

※当日その場で賞品をお渡しします。大会に参加し、表彰式に参加された方の

み対象となりますのでご了承下さい。 

 

 

 

新型コロナウィルス感染拡大予防対策  

マスクの着用に

ついて 

コロナウィルス感染予防のため下記の場所ではマスク着用を徹底して下さい。 

● スタート、ゴールの会場となる下田文化会館 

● 公共交通機関（路線バス、鉄道） 

● 競技中に立ち寄る店舗や施設内 

● 市街地など多くの人とすれ違う場所 

上記以外の場所ではマスク着用の義務はありませんが、競技中は常にマスクを

携行し、必要に応じ各自の判断で着用願います。 

 

大会会場 ・ 会場では参加者・スタッフともにマスクを着用（幼児を除く）し、手洗い・手指

消毒を徹底頂きます。 

・ 会場へ入場する際は参加者全員に検温チェックを受けて頂きます。37.5 度

以上の方にはご参加をお断りすることがあります。 

・ 受付はチーム代表者のみが行なって下さい。 

・ 大会プログラムとともにメールに送付する「健康チェックシート」に記入し、当

日提出して下さい。 
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大会会場 

会場・受付 下田市民文化会館 

静岡県下田市 4-1-2 （※下記マップ参照） 

ホームページ： http://shimoda.main.jp/earth/ 

 

１階外： スタート＆ゴール 

２階： 受付、大会本部、写真チェック＆計算センター、荷物預かり 

※会場入口に「伊豆半島ジオパーク・ロゲイニング」ののぼりを掲示します。 

 

アクセス ＜車でお越しの方＞   

東京方面からお越しの場合、国道 135 号線 

南伊豆方面からお越しの場合、国道 136号線 

松崎方面からお越しの場合、県道下田松崎線 

天城方面からお越しの場合、国道 414 号線 

 

＜電車でお越しの方＞ 

都内から:  JR伊東駅より伊豆箱根鉄道へ乗り換え。伊豆急下田駅で下車。伊豆

急下田駅から徒歩７分。 

 

東京→熱海（JR 新幹線こだま号・約 45 分）、熱海→伊東（JR 伊東線・伊東行き・

約 30 分）、伊東→伊豆急下田（伊豆急行・伊豆急下田行き・約 1 時間） 

 

アクセスマップ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場 下田市民文化会館の無料駐車場を利用できます。 

注意： 停められる台数が少ないため、文化会館の駐車場が満車になったときは

近くの有料駐車場を利用してください。スーパーマッケートの駐車場を使わない

でください。 ※駐車場の案内は大会 HPをご覧下さい。 

 

about:blank
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大会当日の流れ 

スタート前 

【大会前】 （事前にやっておくこと） 

各自、大会サイトの「プログラム」にある「健康チェックシート」を予めダウンロードして必要事項を記入

しておいて下さい。 

 

【検温・手指消毒・健康チェックシートに記入】  

受付前、最初に全員が検温チェックを受け、「健康チェックシート」に体温をご記入下さい。 

※体温が 37.5 度以上の方にはご参加をお断りすることがありますのでご了承下さい。 

 

 

【受付】 （会場２階） 

６時間コース 8：30～9：50 ／ ４時間コース 8：30～10：50 

受付は代表者 1 名で行なって下さい。 

・ 健康チェックシート提出： チーム全員分の「健康チェックシート」を受付に提出して下さい。 

・ チームメンバー変更： チームメンバーの変更や欠席、緊急連絡用電話番号に変更があったチー

ムは、受付にて「エントリー票」をご記入下さい。 （変更がなければエントリー票提出は不要です） 

・ コンパス貸出し： コンパスのレンタルを事前に予約されている方は、受付で受け取って下さい。 

・ 受付で配布されるもの： ゼッケンと安全ピン、抽選券、バス時刻表、観光パンフレットなど 

 

 

【掲示板をチェック】  

開会式、競技説明はありません。大会ルールについては、あらかじめ各自が下記の競技説明をよく読

んでおいて下さい。直前に発生した重要な伝達事項がある場合は、会場に掲示しますので、そちらも

チェック願います。 

 

 

【着替え・荷物預かり】 （会場２階） 

・ 更衣室： 着替え用の更衣室は会場の 2階にあります。 

・ 荷物預かり： 荷物預かりも 2 階にあります。競技中使用しない荷物は「荷物預かり」に預けられ

ます。貴重品はご自身で管理して下さい。 

o 「荷物預かり」サインのある部屋で荷物を預け、引換え券を受け取って下さい。返却時

には引換え券をご提示下さい。 

o お預かり時間： 受付開始～各部門のスタート 

o 返却時間： ゴール～表彰式終了 

 

 

【参加者集合・挨拶の言葉】 １階外 

６時間コース  10:00 ／ ４時間コース 11:00  

上記時間までに会場入口前のスタートに集合して下さい。 
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【地図配布】 １階外 

６時間コース 10:10 ／ ４時間コース 11:10  

スタート 5分前までに地図を配布します。地図と CP一覧表を１人１セットずつ受け取って下さい。今大

会は作戦タイムも競技時間に含みます。スタートするまで地図・一覧表は見ないでください。 

（※地図・一覧表をスタート前に見ると失格になりますのでご注意ください。） 

 

スタート！ 

６時間コース 10:15 ／ ４時間コース 11:15 

スタートしたら配布された地図と CP一覧表を見ることができます。 

作戦を立て終えたチームから順次会場を出てください。 

 

ゴール 

６時間コース 16:15（制限時間） ／ ４時間コース 15:15（制限時間） 

注意： 制限時間を過ぎると、１分につき３０点減点です！！ 

 

【ゴール】 

1) ゴールでは、備え付けの時計の時刻を撮影して下さい。撮影された時刻がゴール時刻です。 

2) ゴール後、チェックシートに回ったチェックポイントの順番と写真に収めたゴール時刻を記入して下

さい。 

3) 記入が終わったら、できるだけ早くチェックシートを所定の場所に提出して下さい。 

4) 高得点チームはチェックシートと写真撮影を行ったカメラを持って得点計算スタッフのチェックを受

けて下さい。何点以上でチェック対象となるかは、当日会場に掲示します。なお、獲得ポイントの

可否に不安のある方もご希望があればチェックします。 

5) 提出内容に不明な点があった場合は、主催者よりチーム代表者に電話にて問合せることがありま

す。 

 

【アンケートへのご協力】 

アンケート用紙をお配りします。表彰式を待つまでの間、大会の感想などご記入頂きますようご協力

お願い致します。ご記入後のアンケートは回収箱に入れて下さい。 

 

 

ゴール後 

表彰式 16：45 （6時間＆4 時間合同） 

 

表彰対象は各カテゴリ上位 3 位までです。 

抽選会では全員に素敵な賞品が当たるチャンスがあります！ 
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競技ルール 

競技ルール ロゲイニングはチェックポイント（CP）を巡り、制限時間内にできるだけ高得点を取

得することを目標とするアウトドアスポーツです。制限時間内でどのようなルート

を辿れば一番高い得点を取れるか、まずはじっくり戦略を立てるのがポイントで

す！ 

 

【チェックポイントと得点】 

・ スタート・ゴールは下田市民文化会館の入口スペースです。 

・ CP 番号がそのまま CP の得点となります（例：11 番 CP は 11点、22番 CPは

22点）。一般的に遠かったり見つけるのが難しい CPほど得点が高いことが

多いです。全部の CP を回る必要はありません。満点は 3000 点です。 

・ CPに到達したら各チームに配布された CP 一覧表に示された写真と同じアン

グル（角度）でその場所の写真を撮影して下さい。そのためデジタルカメラ

（またはカメラ機能付き携帯電話・スマートフォン）が必要です。 

※なおカメラ機能付き携帯電話・スマートフォンを利用する場合、地図アプリ

や GPS 機能で現在地や CP の位置を確認することを禁止します。 

・ 工事などで撮影場所に近づけない場合はもっとも近寄れる場所で写真を撮

って下さい。 

・ 写真には必ず、撮影者を除くチームメンバー全員が写るようにして下さい。

自由なポーズで楽しい写真を撮影して下さい♪ 

・ ソロチームの場合は、風景のみ撮影してきて下さい。  

 

【制限時間】 

・ 今大会は作戦タイム（プランニング）も競技時間に含みます。スタートするま

で地図と CP 一覧表を読まないでください。 

・ 制限時間内にゴールに戻ってきて下さい。 

・ 制限時間内に獲得した合計得点の順にチームに順位がつきます。同点の場

合は先にゴールしたチームが上位になります。 

・ 制限時間前にゴールしても構いませんが、ゴール可能時刻は４時間の部が

スタートから３時間後、６時間の部がスタートから４時間後です。 

・ 制限時間を越えた場合は１分につき３０点の減点です。（例：３０秒オーバー

の場合３０点減点、２分５秒オーバーの場合９０点減点） 

・ 制限時間を２０分以上過ぎた場合は失格です。速やかにゴールへ戻って来

て下さい。 

・ １５分以上の遅れが予想される場合は、本部へその旨ご連絡下さい。なおゴ

ールを通過せずに帰宅された場合は行方不明者として捜索される場合があ

ります。棄権や失格のチームも、必ずゴールを通過するようにして下さい。 

 

【チームでの行動】 

・ チームのメンバーは、スタートからゴールまで常に一緒に行動して下さい（概

ね３０m 以内）。スタッフがそれ以上離れたチームを発見した場合、失格にす

ることがあります。 
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・ 事故や体調不良等の理由でメンバーのうちの一人でも競技を続けられなくな

った場合、その時点でチームは棄権となります。 

 

【移動手段、公共交通機関】 

・ 移動は基本的に徒歩ですが、徒歩以外に伊豆急行の電車と東海バスの利

用が認められています。 

・ 車、バイク、タクシー、自転車、ロープウェイなどは利用不可です。 

・ 当日、会場にて東海バスのお得な 2 日フリー切符(大人 900円、小人 450

円)を販売します。 

・ マップ外に出ないでください。ただし路線バスを利用してマップ外を通過し、マ

ップ内に戻ってくることは認められます。 

 

地図＆CP 一覧表

について 

※スタート直前に

配られます 

【地図】 

・ 今回使用する地図は国土地理院発行の１：２５，０００地形図を基にしていま

す。縮尺は１：２５，０００、等高線間隔は１０ｍです。磁北線が記載されてい

ます。一部範囲を縮尺１：１５，０００に拡大して地図上に記載しています。 

・ 地図記号は地形図に準じます。記号一覧は地図にも印刷されています。 

・ いくつかの箇所は地図情報を最新の状況に修正しています。（すべての地域

を完全にカバーしている訳ではありませんのでご注意下さい） 

 

 
 

【コース記号】 

・ 紫の三角△がスタートおよびゴールです。（下田市民文化会館） 

・ CP は地図に紫の丸○で示されています。丸の中心に CP があります。丸の

そばにある番号が CP 番号（＝得点） です。 

・ 紫の十字マーク＋の先にある紫の点・はスタッフ待機所です。 

・ 地図上に凡例（地図記号一覧）を示しています。 
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【通行禁止の場所】 

・ 公園や境内、浜辺以外は地図に記載された道のみ通行できます。 

・ 地図に示された立入禁止エリアへの立ち入りを禁止します。立入禁止エリア

内は道も通行できません。 

・ その他、民家、農耕地、牧場、ゴルフ場、学校などの敷地には立ち入らない

でください。 

・ 上記の通行禁止場所への立ち入りが発覚した場合は失格とします。 

 

【チェックポイント（CP）一覧表】 

・ 地図と一緒にチェックポイント一覧表を配布します。一覧表の表面に各 CP の

写真、裏面に解説と注意事項を記載しています。 

・ 地図とチェックポイント一覧表を入れるポリ袋を一人１枚配布します。競技中

に利用して下さい。希望者にはもう 1枚追加でお渡しします。 

 

 

 

緊急連絡・注意事項  

緊急時 ・ 競技中のトラブル（怪我など）で自力での行動が不可能な場合には、下記の

緊急連絡先（地図にも記載があります）に電話するか、近くにいるスタッフや

他のチーム等に救助を求めて下さい。緊急の場合は直接１１９へ連絡し、そ

の後大会本部へも連絡をお願いします。ただし山間部では携帯電話がつな

がらない箇所もあります。 

・ 棄権する場合も、必ず大会本部またはスタッフに申し出て下さい。 

 

緊急連絡先： 080–6700-7171 
 

スタッフ待機所 競技エリア内に以下３ヶ所のスタッフ待機所を設置します。（地図上では紫の十

字マーク＋の先にある紫の点・で表示されています） 

・ 高根山登山口 

・ 大沢口三差路 

・ 龍宮窟 

スタッフ待機所ではスタッフと緊急車両が待機し、簡単な応急処置や病院への搬

送などの対応をします。 

 

注意事項 ・ 交通ルールを守って下さい。歩道がある場所では必ず歩道を通行して下さ

い。 

・ 一般ハイカーや観光客に気を付けて下さい。ハイカーや地元の人へは距離

を取った挨拶を心がけ、譲り合いをお願いします。 

・ 登山道で一般のハイカーとすれ違うときはあいさつをしながら歩いてすれ違

うようにしてください。狭い場所では止まって待ち、道を譲りましょう。 
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・ トイレは地図に記載している公衆トイレでお願いします。 

・ ゴミは必ず各自持ち帰って下さい。 

・ 寺社仏閣内は歩いて通行して下さい。 

・ 害獣駆除のため猟を行っていることがあります。林道や山道では罠に注意

下さい。 

・ 林道沿いや急傾斜地では落石が起こる場合があります。小石が転がってい

る場所などでは注意して下さい。 

・ 山道では転倒、道迷い、落石等のリスクに遭遇する可能性が他の道より高

まります。十分な体力、技術、装備を備えた上でチャレンジして下さい。難易

度が高いと感じたらすぐ引き返す勇気も必要です。 

・ コース内の安全性には十分配慮していますが、自然の中には予測が難しい

危険も数多くあります。常に周囲に注意して行動して下さい。また各自の体

力や力量を考え、無理をしないで下さい。 

 

災害発生時、悪

天候時の対応 

競技中に津波注意報・津波警報・大津波警報が発令した場合は、速やかに海岸

を離れ、高台など安全な場所に避難して下さい。その後の対応については周辺

の町民や防災無線の指示に従って下さい。地震、火山噴火発生時も同様です。 

 

大会は雨天決行ですが、暴風警報発令が予測される荒天時、および津波警報・

噴火警報発令時、その他公的交通機関の運行中止などが発生した際は大会を

中止する場合があります。その判断は前日の午後 9時までに行い、ウェブサイト

に掲載し、チーム代表者含めメールアドレスをご登録された方にメールでお知ら

せします。  

 

傷害保険 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、大会実行委

が加盟の傷害保険の以下の範囲内で対応させて頂きます。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下さい。 

 

保険金額 

死亡・後遺症障害 600万円 

入院保険金 8,000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 5,000円（１日につき) 

 

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。 
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持ち物 

持ち物 大会中必ず持っていくもの： 

□ 時計 

□ デジタルカメラ（携帯電話やスマートフォンでも可） 

□ 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、コンビニポンチョ等） 

□ 食べ物、飲み物 

□ 携帯電話／スマートフォン 

□ 健康保険証 

□ お金 

□ マスク 

 

お勧め： 

□ コンパス 

□ 救急セット（絆創膏、消毒剤など） 

□ 電卓 

□ 筆記用具（ペン、蛍光ペン、マジックなど） 

 

当日大会側からお渡しするもの： 

□ ゼッケン＆安全ピン 

□ 地図、CP 一覧表＆地図を入れるポリ袋、バス時刻表 

 

CP は市街地のほかに、登山道や山の中にもあります。それらの CPへ向かう場

合は長袖・長ズボンなど山歩き・登山に必要な装備を携行下さい。 

 

 

 

問合せ・運営スタッフ 
運営スタッフ 大会運営リーダー： 小柴宇一郎 （伊豆半島ジオパーク推進協議会） 

大会ディレクター： 北村ポーリン （アドベンチャーディバズ）  

競技ディレクター： 小泉成行 （O-Support）  

 

お問合せ先 伊豆半島ジオパーク・ロゲイニング大会 

大会事務局（アドベンチャーディバズ内）   

TEL: (080) 6700-7171 

メール： info@izugeo-rogaining.com     

 

 

  

about:blank
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伊豆半島ジオパーク・ロゲイニング大会参加規約 

 

1. 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。 

2. 未成年者は、保護者の同意を得て参加する。 

3. 指定された立入り禁止区域や、民家の敷地、農耕地、牧場、ゴルフ場、学校等へは立ち入

らない。 

4. 参加者は安全管理に一定の責任を負っている旨を理解し、安全な大会催行に協力する。

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。 

5. 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。  

6. 大会中の傷病や事故などに際し、応急措置を除き、主催者は一切の責任を負わない。 

7. 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。 

8. 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、主催者が加盟する傷害保

険の範囲内で対応する。それ以上の保障を希望する場合は、参加者自らの責任で保険に

加入する。 

9. 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。 また、大会中の映像・写真・記事・記録・インターネット等への掲載権

が主催者に属することに同意する。 

10. 交通法規を遵守し、マナーを守る。 

11. ゴミはすべて持ち帰る。  


