信貴山サイクルロゲイニング RALLY2020
実施要項

・サイクルロゲイニング＋スタンプ RALLY とは、地図をもとに、設定時間内に指定チェックポイントを
回り、得点を集めるサイクリングスポーツです。チームごとに訪問ルートの作戦を立てロゲイニングポイ
ントでは指定された写真を報告、ラリーポイントではスマホによりスタンプ獲得をします。それぞれのポ
イントには得点が設定され、より合計点の高いチームが上位になります。
・参加者は、配布された地図をもとに、訪問ルートの作戦を立てます。スタート後チェックポイントを回
ります。チェックポイントにはロゲイニングポイントとラリーポイントがあります。ロゲイニングポイン
トでは指定された場所で、見本と同じ構図で写真を撮り LINE でその都度本部に送信します。またラリー
ポイントではスマホで RALLY スタンプを獲得します。ラリーポイントは必須ポイントです。八尾市、柏
原市、三郷町、平群町にそれぞれ 1 ヵ所計 4 ヵ所あります。また特定のショップにて参加者限定で飲食
等が特典付きで受けられるサービスがあります。チェックポイントを回った参加者は指定時間内にフィ
ニッシュに戻りゴールとなります。
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信貴山サイクルロゲイニング RALLY2020
2020 年 11 月 15 日（日）午前 8 時〜午後 4 時 雨天決行・荒天中止
スタート・フィニッシュ近鉄道明寺駅東側石川河川敷（石川河川公園内）
特定非営利活動法人スポーツサイクリング FABU project
大阪府、奈良県、八尾市、柏原市、平群町、三郷町、
大阪サイクリング協会、大阪府自転車軽自動車協同組合
（株）青木松風庵、( 公財 ) 大阪観光局、関西サイクルスポーツセンター、
（株）キャットアイ、
（株）サロンドロワイヤル、四国開発フェリー（株）、
（株）セレッソ大阪、
（株）ドロキア・オラシイタ、新田ゼラチン（株）、
パナソニック サイクルテック（株）、ファイテン（株）、不二製油（株）（50 音順）
特定非営利活動法人スポーツサイクリング FABU project
大人 ( 中学生以上 )2000 円、小学生以下 1000 円 ( 参加料／ 1 名 )
2 〜 4 名 100 チーム
自己責任で走行して時間内にゴールできる方。
走行コース・ルール・交通規則・マナーを遵守できる方。
公道を走ることができる整備された自転車で参加可能な方｡
自転車保険に加入している方（保険加入は義務化されています）
https://www.fa-bu.com/rogu2020.html
9 月 1 日〜 11 月 8 日
mail : info@fa-bu.com tel : 0745-23-8822 FABU 上嶋

【タイムスケジュール】
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【部門】
・一般 4 時間の部／ 2 〜 4 名のチーム（中学生以上）
・ファミリー 4 時間の部／ 2 〜 4 名のチーム ( 小学生以下を必ず含む )
・一般 6 時間の部／ 2 〜 4 名のチーム（中学生以上）
【必要な物】
自転車、ヘルメット、手袋、スマートフォン ( チーム内で一名所持 )、携帯工具、替タイヤチューブ等（自分でアクシデン
トに対応できるよう）
【使用する自転車の形状】
道路交通法および関係法､ 条例で公道の走行が認められている自転車。
スタート時に自転車チェックをいたします。上記条件以外の認められない自転車を発見した場合はスタートできません。
【配布物】
地図 ( チェックポイント入り、ロゲイニングポイント用の見本写真入り )
【競技エリア】
信貴山を含むその周辺
【チェックポイント】
約 54 ヵ所 ( ロゲイニングポイント 50 ヵ所、ラリーポイント 4 ヵ所 )
【報告方法】
・ロゲイニングポイント（訪問任意）／配布地図に見本写真がありますのでその場所に行き、見本と同じ構図で撮影者以外
のメンバー全てとゼッケン番号を入れて撮影してください。撮影後すぐに LINE にて送信します。まとめて送信したり、
フィ
ニッシュ後の送信は禁止します。また複数のスマホでの報告もできません。要項記載の QR コードで事前に LINE お友達登
録をしておいてください。写真を送信する際の LINE 登録名を事前にお知らせください。
・ラリーポイント（訪問必須）／ラリーポイントは必須ポイントです。必ず訪問してください。要項に掲載の QR コードで
専用サイトを開き指示に従ってスタンプを獲得してください（スタンプを獲得できるのは当日のみです。サイトの確認は事
前にできます）。チームの中の 1 名のスマホでスタンプを獲得してください。複数のスマホでスタンプを獲得するのは禁止
します。スマホへは事前に準備をしておいてください。
【得点】
・ロゲイニングポイントにはそれぞれ固有の得点 (2 〜 10 点 ) が設定されています。行きにくい所や回りにくい所は高得点
となっています。満点で 250 点。得点は各チームからの報告で本部にて逐次集計します。報告がない場合は得点にはなり
ません。またフィニッシュしてからの報告も得点にはなりません。加算方式で全て回らなくても減点にはなりません。
・ラリーポイント４カ所は訪問必須です。フィニッシュした際にスマホを確認します。全てスタンプが揃っている場合は基
本点 50 点獲得。スタンプが欠如しているポイントがありましたら基本点０点となります。
・フィニッシュ時間を過ぎてフィニッシュの場合は減点 (-50 点 )
【得点計算方法】
基本点 50 ＋ロゲイニングポイント得点合計 ( ー減点 ) ＝チームの得点
（満点で 300 点）
【表彰】
各部門上位３チームに表彰状と賞品。他ベストフォト賞、ベストファミリー賞、チームワーク賞、ベストドレッサー賞等
【ラリー対策】
・2 種の QR コードを読み取り、事前に準備登録してください。
・チーム単位でポイントを回ってください。チームは別れての行動は禁止します。手分けして得点を集めることはできません。
・配布地図をもとに時間内にフィニッシュできるようにロゲイニングポイント、ラリーポイントを含めてルートプランを立
ててください。ロゲイニングポイントは全て回る必要はありません。チームにとって最適なルートプランで行動してくださ
い。回る順番は自由です。
【注意点】
・報告やスタンプ獲得はチームの中の 1 名のスマホを使用してください。
・移動手段は自転車のみで、自動車や公共交通機関の利用は禁止します。
・途中リタイアする場合は必ず本部に連絡してください。無断で帰宅することを禁止します。

【走行ルールについて】
・イベント参加中のゴミ捨ては禁止します。
・交通ルールを守って走行してください。
右折は２段右折を必ず励行。
左側縦一列走行を守る。５人以上の縦列走行はしない。
走行中はヘルメットの着用を必須
・神社仏閣内は走らない。民家など私有地には入らないなどサイクリストとしてのマナーを守ってください。
【駐車場について】
近鉄道明寺駅東側の石川河川公園星の広場をご利用ください。（本要項内、位置図参照）
【手荷物預りについて】
預かり無し
【レンタルバイク】
ご希望の方には最新 E-bike（giant）がレンタルできます。お申し込みは公式サイトからのみ受付で先着順です。エントリー
の際にレンタル希望にチェックを入れてください。台数に限りがありますのでご希望に添えない場合があります。スタート
会場にご用意いたします。eco モードで 200km 走行が可能です。レンタルには（保証料 3000 円、 保険料 2000 円）と
運転免許証または身分証のコピーが必要です（事前に準備してください）
。保証料は返却時返金します。返却は当日の 17 時
までにスタート会場へお願いします。
【各ポイント追記】
ロゲイニングポイントは当日発表します。また見本写真も当日に確認できます。
下記地図エリアに 54 ポイントを設定いたします。
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藤井寺 IC

駐車場及びスタートゴール会場は近鉄道明
寺駅東側石川河川公園星の広場・玉手橋出
会いの岸辺左岸
・藤井寺 IC より府道 12 号を東進し石川橋
西詰を南へ府道 802 号より石川河川公園へ
・会場は玉手橋下付近。自転車で移動してく
ださい。

石川橋西詰

石川橋
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参加される皆さんへ―新型コロナ感染症対策についてお願い―
・事前に検温等を自ら行い、疑われる症状がある場合は参加をお控えください。
・受付へはマスク着用でお越しください。
・開会式集合からスタート直前まで密状態となります。2m 程度の間隔を開け必ずマスク着用をお願いします。
・フィニッシュ受付の際もマスクを着用してください。
・表彰式の際も 2m 程度の間隔を開け必ずマスク着用をお願いします。
・ポイントやショップ訪問時も咳エチケットや対人距離の確保などをお願いします。
【参加同意事項】

●参加者又は保護者（参加者が 18 歳未満の場合）は、本イベントへの参加を承諾し、本大会の開催要項に従うことに同意
します。
●傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任においてイベントに参加します。
●イベント開催中に傷病が発生した場合、主催者の責任を問いません。
●イベント開催中の事故・傷害への補償は主催者が加入した保険の範囲内であることを了承します。
●イベントに応じた機材、技術が無いと判断した場合は、主催者はイベントへの参加をお断りする場合があることを了承し
ます。
●その他スタッフの指示を聞いていただけない方は、その場でイベントから除外されることを了承します。
●参加者の過失により、主催者とイベント関係施設・機材等に損害を与えた場合はその損害について弁償します。
●イベントに関連して自身が撮影した写真を主催者が自由に使用することを認めます。
●イベントは、雨天決行しますが、天候状況・地震・事故・疫病等による開催縮小・中止の決定は、主催者が判断すること
を承諾します。
●イベントの開催が中止になる場合に、参加費を返却しないことを承諾します。
申し込み時にご記入いただきましたお名前・ご住所・生年月日などの個人情報 ( 以下、個人情報 ) は、大会に関するご本人 (
もしくは保護者・代理人 ) へのご連絡、保険会社への保険申請のために使用いたします。

■契約する保険の保障内容
【傷害保険】
（1 名あたり）
死亡・後遺障害保険金額 500 万円
入院保険金日額
5000 円
通院保険金日額
2500 円
※注意点／上記の内容は、状況により保障が適用出来ない場合が有ります。

◇お問い合わせ
特定非営利活動法人
スポーツサイクリング FABU project
代表 上嶋祥友
〒 635-0087 奈良県大和高田市内本町 6-7 2F
電話 0745-23-8822
FAX 0745-22-8033（24 時間）
携帯 090-3707-1852
メール info@fa-bu.com
ホームページ http://www.fa-bu.com/
Facebook https://www.facebook.com/fabuproject

