参加者全員に
参加賞プレゼント!

高知県土佐市
健康都市宣言プレイベント

２０２２

2022.12.3（土）

9：00〜14：00頃まで（競技時間3時間）

雨天決行・荒天中止

1

2

スタート前

地図とチェックポイント一覧を
もらう

作戦タイム

地 図をみて、どのポイントをど
のように回るか作戦を立てる

3

フォトロゲイニングとは？

名 所 か ら穴 場 まで！地 図 をもとに 時 間 内 に
チェックポイントをチ ームでまわって得点を
集めるイベントです。

皆で楽しく観光しながら運動しよう！

4

スタート！
ポイントを探す

5

写真を撮る

チェックポイントを探す。
歩いても走ってもOK

チェックポイントに 到 着した、
証拠写真をとる

フィニッシュ

制限時間（3時間）以内にチーム
全員そろってフィニッシュする

地図をもとに、制限時間内に得点が割り当てられたチェックポイントを巡り、写真を撮影。合計得点を競うイベントです。
どんなルートで巡るか？戦略とチームワークが重要です！
● ゲーム重視、
のんびり寄り道の観光重視、楽しみ方は人それぞれでＯＫ。

●

●

集合場所

龍馬パスポート、
健康パスポート対象イベントです

カテゴリー
定

宿泊施設で素敵なプレゼントがもらえるよ！

参 加 費

大会参加者で宿泊者の方のみ宿泊施設にて、
申込完了メールを掲示してください。

表

おへんろゲストハウスりり庵 お好きなお土産1品

彰

申込期間

温古社 ウェルカムドリンクサービス
土佐龍温泉 三陽荘 ウエルカムドリンクorアイスクリンサービス

申込方法

ビジネスイン土佐 ペットボトルドリンク1本

※その他、詳細については土佐市観光協会HPをご覧ください。

員

土佐市複合文化施設つなーで ブルーホール
一般、ファミリー（小学生以下を含む）

80チーム（約200人）

3,000円／人、小・中学生 1,000円／人、
未就学児 無料／人（※要申込）
大人

各カテゴリー

1位〜3位

2022年9月20日（火）から11月20日（日）

※定員になり次第締切

◀◀◀お申込みはコチラ
スポーツエントリー

土佐市フォトロゲイニング

検 索

※チーム単位（2〜5人）のエントリーです。メンバーの情報も合わせて、
代表者（18歳以上）がお申込み下さい。
■主催 土佐市

■共催 一般社団法人土佐市観光協会

■監修 一般社団法人日本フォトロゲイニング協会

■後援 国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所／高知県／土佐市商工会／高知新聞社／RKC高知放送／KUTVテレビ高知／KSSさんさんテレビ／エフエム高知／よさこいケーブルネット(株)

土佐市フォトロゲイニング2022大会概要
イベント概要

服装

2022年12月3日（土）

開 催 日

集合場所

土佐市複合文化施設つなーで ブルーホール

カテゴリー

一般、ファミリー

チーム数

各カテゴリーとも2〜5名

3時間

競技時間

員

表

80チーム（約200人）

申込方法

各カテゴリーの上位3チームに表彰状・賞品を進呈

彰

備

移動手段は、自身の脚で「歩く」
「 走る」のみ

考

タイムテーブル
※受付で地図を配布します

9:30 開会式

10:00

一般の部スタート

13:40

表彰式

◀◀◀お申込みはコチラ
※大会一週間前（11/26（土））までに、代表者にメールにて参加通知をお
送りします。

スポーツ
エントリー

土佐 市フォトロゲイニング

検 索

土佐市（産業振興課）／088-852-7679

10:05 ファミリーの部スタート

一般の部フィニッシュ 13:05 ファミリーの部フィニッシュ

14:10

※定員になり次第締切

お問い合わせ

9:00 受付開始

13:00

申込期間
2022年9月20日（火）から11月20日（日）

大人 3,000円／人
小・中学生 1,000円／人
未就学児 無料／人（※要申込）

参 加 費

※お荷 物は、開 会 式を行うホール内（チームごとの指定 席）に置いて出走できます。ただ

チーム代表者が18才以上
健康で大会規約に同意いただける方
※大会規約は申込サイトから確認ください。

定

※会場に更衣室をご用意しますが、スペースに限りがあります。
し、貴重品は各自で 保管してください。

※ファミリーは小学生以下の子供と保護者を含むチーム

参加資格

動きやすい服装、歩きやすい靴

一般社団法人土佐市観光協会／088-881-3359
【新型コロナウイルス感染症を想定した感染拡大防止対策について】
参加者の皆さまには下記を遵守いただくようご協力をお願いします。遵守頂けない場合、

解散

イベントへの参加を取り消し、又は途中退場を求めることがあります。

（１）以下に該当する場 合は、参加をおやめください。イベント当日は、これらに該当

会場アクセス

しないことを、書面等で確認させて頂きます。

土佐市複合文化施設つなーで ブルーホール

（高知県土佐市高岡乙3451-1）

佐野屋

(以降の陰性証明書提示があった場合はこの限りでない)

すき家

至 高知市

セブンイレブン

愛聖保育園

至 須崎市

ハ)イベント前２週間以内に政 府から入国制限、入国後の観 察期間を必要とさ
ニ)イベント前２週間以内に新 型コロナウイルス感染 症陽 性判定となった場合

国道５６号 線

サンシャイン

ロ)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

れている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

P 駐車場 無料286台
土佐IC

イ)体調がよくない場合

P

ホ)イベント前２週間以内に新 型コロナウイルス感染 症 患者との濃 厚接触者と
して、行政 機関から自宅 待 機を要請され、健 康調査が行われている場合(健
康観察期間終了後の陰性証明書提示があった場合はこの限りでない)

P

（２）マスクを持参し、会場での滞在時は常時着用してください。運動時にマスクを着

用する場合は、熱中症に注 意し、これまでよりも運 動強 度を落としてください。

高岡第一小学校

マスクを外す場合は、周囲の人との距離を十分に空け、会話は控えてください。

人混みが予想される場所、一般市民と交錯する場所では必ずマスクを着用して

P

P

ください。チェックポイントなど、立ち寄り先が定める感染防止策にご協力くだ

土佐市複合文化施設

つなーで

さい。主催者が別途マスクの着用を指示する場合は従ってください。

（３）イベント当日、以下の情報について提出をお願いします。

イ)氏名、年齢、住所、連絡先（電話番号） ※事前申込情報から変更がある場合

ロ)イベント当日の体温
井上病院
至 須崎市

ハ)イベント前２週間における以下の事項の有無

四国銀行

県道３９号線

至 高知市

イワゴー

電車：JR伊野駅からドラゴンバスで約15分（高岡小学校前下車、徒歩すぐ）
車：高知自動車道 土佐ICから車で約3分

じる、疲れやすい等 ○新 型コロナウイルス感染 症陽 性とされた者との濃 厚
接触

（５）他チームの 参 加 者 やスタッフ等、一 般 市民との距 離（できるだけ2 mを目安に
（最 低1m））を確保してください（同居家 族、障がい者等の誘導や介助を行う場
合を除く）。

【必須】
● デジタルカメラ／チームに１台
（チェックポイント撮影用。スマート
フォン・携帯電話・タブレットでも可）
携帯電話またはスマートフォン（緊急連絡およびスコア集計用）

● マスク

【任意】
● 筆記用具

怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）○嗅 覚や味覚の異常 ○体が重く感

（４）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。

持ち物

●

○平熱を超える発熱 ○咳（せき）、のどの痛みなど風 邪の症状 ○だるさ（倦

（６）チームメンバーとのミーティングにおいても、三つの密を避け、適切な距離を確
保してください。

（７）イベント中に大きな声で会話、応援等を行わないでください。

（８）運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力避けてください。
（９）タオルの共用は行わないでください。

（10）飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離をとって対面
を避け、会話は控えめに行ってください。

（11）飲みきれなかったスポーツドリンク等を放置せず、各自、お持ち帰り下さい。

（12）イベントへの行き帰りにおいても、三つの密を避け、マスクを着用するなどの感

● コンパス

●（天候に応じて）
防寒着・雨具
● 予備バッテリー

●（必要に応じて）
飲み物・食べ物
●

保険証

●（手拭き用）
マイタオル等

染対策に十分に配慮してください。

（13）イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染 症を発症した場合は、主
催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。

（14）感染防止のために主催者が決めたその他の措置や指示に従ってください。

【個人情報の取扱いについて】
主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録 通知、
関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛協力、関係各団体からのサービスの提供、記録発表（ランキング等）にも利用いたします。主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認 連絡、及び番組制作に係る取材等での

連絡をさせていただくことがあります。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、万一発症が疑われる事態が発生した場合には、保 健 所などの公的機関の要請により情報を提 供する場合があります。あらかじめご了承
ください。

