
ご参加者の皆様へ 

 

大会のご参加にあたりまして参加者 LIST 及び本書を送付させて頂きます。 

本大会のご参加にあたっての諸注意事項を下記の通りまとめております。ご参加の皆様の安全と健康管理の為、

必ず本書をご一読頂きますようお願い申し上げます。 

大会スケジュール 

■受付    ガーラ湯沢スキー場 カワバンガ  2015 年 8 月 22 日（土）  7：00～8：45                 

■ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ ヒルクライム   下山コース入口 2015 年 8 月 22 日（土）  8：45  

リレー・20Km  チアーズ前    2015 年 8 月 22 日（土）  9：30  

■競技      ヒルクライム   スタート時間   2015 年 8 月 22 日（土）    9：00 

リレー    スタート時間   2015 年 8 月 22 日（土）    10：00 

制限時間  2015 年 8 月 22 日（土）   16：00 

20K            スタート時間     2015 年 8 月 22 日（土）    10：30 

制限時間  2015 年 8 月 22 日（土）    16：00          

■表彰式   ヒルクライム   チアーズ前 2015 年 8 月 22 日（土）    14：00  

         20K  チアーズ前 2015 年 8 月 22 日（土）    14：30  

 リレー   チアーズ前 2015 年 8 月 22 日（土）   16：30 

会場アクセス 

・車の場合 ＜東京方面から＞ 

関越自動車道「湯沢 I.C」下車後、国道 17 号線を新潟方面へ北上し「GALA 入口」看板を左折。(約 3km)  

＜新潟方面から＞ 

関越自動車道「塩沢石打 I.C」下車後、国道 17 号線を東京方面へ南下し「GALA 入口」看板を右折。(約 6km)  

※駐車場料金 無料  

 

 

 

・電車の場合 

東京～(上越新幹線・78分)～越後湯沢～（無料シャトルバス・5分）～ガーラ湯沢 

※ 越後湯沢駅からの臨時シャトルバスは、駅西口・「HATAGO井仙」前発 7：30発 ・8：20発  



  

※アクセスについてのその他詳細につきましては下記 GALA 湯沢のホームページをご覧ください。

http://www.galaresort.jp/summer/access/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.健康管理 

本大会はある程度のハードなコース設定となっておりますので、事前に健康診断を受診して頂くか、医師の診断を仰

ぐ事をお勧め致します。心臓や肺、その他臓器に持病のある方や高血圧の方、過去に大きな怪我などをなさった方な

どは、特に強く受診をお勧め致します。  

2.保険 

本大会の参加にあたりましては、参加者全員を 2015 年 8 月 22 日（土）午前 0 時から 24 日（日）午前 0 時まで、旅行

保険に加入させて頂きます。当事務局は、この保険の範囲を超える一切の事故、怪我及びその損害賠償の責を負い

ません。保険料は参加費に含まれています。尚、当日は、軽度の怪我は事務局で対応させていただきますが、それ

以外は近くの病院で手当てを受けていただきます。 

3.受付場所／時間 

ガーラ湯沢スキー場・カワバンガにて、2015 年 8 月 22 日（土） 7：00～8:45 までとなります。受付にてゼッケン番号を

ご申し出ていただきゼッケン・チップとゴンドラ券をお渡しいたします。 

4.スタート 

ヒルクライム スタート時間   2015 年 8 月 22 日（土）    9：00 

リレー      スタート時間   2015 年 8 月 22 日（土）    10：00 

20K      スタート時間     2015 年 8 月 22 日（土）    10：30 

スタート順は先着順と致しますので、スタート 10 分前には会場へお越しください。ゴンドラ乗車時間は 10 分前後です。 

会場へ到着後は誘導スタッフの指示に従って整列してください。 

5.コース地図 



コース地図は大会ホームページからダウンロードしてください。 分岐地点が多数ございますので、地図での確認をお

勧め致します。 

6.記録計測／ゼッケン着用 

本大会の記録は、ランナーズチップを使用して計測を行います。また、山頂・愛の鐘前の通過チェックポイントにてゼッ

ケン番号と通過時間を確認していきます。 

個人エントリーの方にはゼッケン（ランナーズチップ付）、チームエントリーの方にはゼッケンとタスキ（ランナーズチッ

プ付き）を受付の時にお渡し致します。その際、ランナーズチップは取り外さずゼッケンやタスキに付けたまま装着して

ください。ゼッケンやタスキを紛失した場合の再発行は致しませんのでご注意ください。万が一紛失・破損された場合

は、有償となります。ゴール地点でランナーズチップは回収いたします。 

7.携帯装備品 

水 1L、行動食、保険証（写し）・携帯電話・20km の選手は熊鈴を装備品と致します。 

リレーでは１周の距離が短いといっても、熱中症などの危険性はあります。自身の体力に合った水や飲料の携帯をお

願いします。 

8.競技 

リレー 

・6 時間で周回数が多いチームが勝ちとなります。周回数が同じ場合には、その周回タイムが速い方が勝ちとします。 

・16 時を１秒でも過ぎてゴールした場合はその周回にはならず、前の周回のタイムが記録となります。 

・リレーゾーンはチアーズ前のみ。他のエリアでリレーすることは不可です。 

・チアーズ内では食事・トイレは自由におこなってください。 

・チップは最後の周回となったらチアーズ前で返却ください。 

・リタイアする場合には、近くのスタッフに声をかけてください。 

20k  

・栄太郎峠からの下りは、急坂、道も狭いので注意ください。 

・最初のミニエイド（大峰の原水）は、沢水。きゅうりなどもあります。 

・送電下の道は急こう配ののぼりです。 

・アルプの里入口ではミニエイドです。 

・リレーと同じコースでゴール 

9. コース案内版等掲示場所 

コース案内サイン：各分岐地点 矢印で表示 

コーステープ：不明瞭で必要な箇所 

リレー 距離案内：スキー場内：1km 毎、  

リレーゾーン：チアーズ前（ｽﾀｰﾄ・ｺﾞｰﾙ地点） 

20Km 距離案内：5Km 毎 

10.ミスコース 

コース案内版、コーステープなどが１km 以上走っても確認できない場合は、コース案内版またはコーステープまで戻

りコースの確認をしてください。 

11. エイドステーション 

エイドステーションはチアーズ前と山頂・愛の鐘前、20Km コースは大峰の原水沢水・アルプの里入口が追加です。 

エイドステーションには給水場所を設置してありますので給水が可能です。給水場所には使い捨ての紙コップなどの

用意はなく、各チーム専用のプラスチックカップのみご用意しております。ゴミ削減にご協力いただくとともに、足りない

場合はご自身でボトル等をご用意ください。補食としてきゅうり・トマト・水・塩・フルーツ等のご用意を予定しております

が、必要食料はご自身でご用意ください。 

12.通過チェックポイント 

栄太郎峠（20Km）通過チェックポイントにおいてスタッフがゼッケン番号の確認を行います。通過チェックポイントでの

確認が取れない場合は失格となりますのでご注意ください。 

13.リタイヤポイント 

リタイヤポイントは山頂・愛の鐘前・本部テントです。病気や怪我、体調不良などにより競技の続行が困難な場合は、

競技役員にゼッケン番号を伝え指示に従って下山してください。 

14.事故／怪我の発生 



 コース上には救護スタッフを配置しております。事故の発生や怪我人を発見した場合にはすみやかに大会本部へ連

絡し、直近の競技役員または救護スタッフへ知らせてください。 

 また、怪我などにてその場を動く事が出来なくなった場合は、通過する選手へ声をかけて本部携帯 090-9844-9694 

（原）へ連絡するようにお願いしてください。救護スタッフが迎えにくるまでその場を動かずに安静を保ってください。棄

権などにより下山する場合は必ず競技役員に連絡した上で指示に従って下山してください。 

15.関門制限・終了時間 

関門制限時間：アルプの里分岐：13：30（12ｋｍ・3 時間） リレー・ヒルクライムは関門・制限時間なし。 

終了時間：リレーと 20Km 16:00 です。  

16.記録証・チップ返却 

 チップと引き換えに記録証をお渡し致します。20km レースとヒルクライムはチアーズ前にて、リレーもチアーズ前に

てお渡し致します。チップ返却ない場合は後日チップ代金を請求いたします。 

17.レースに関わるサービス  

更衣室、ロッカー：ガーラ湯沢スキー場・カワバンガに更衣室とロッカーを、チアーズ内に更衣室と貴重品用ロッカーを

ご用意しております。 

荷物デポ：アーズ内に荷物を置いておけるスペースを設けますが、管理は自己責任の中でお願い致します。 

簡易プール：アーズ前に簡易プールと水浴び場を用意しています。熱中症予防にご利用ください。 

レストラン：通常のメニュー以外に 600 円の特別メニューを用意しています。（11～15 時）。 

トイレ：チアーズ内 

一般テント設置： 参加者休憩ゾーンに各自テントを設営可能です。熱中症防止のためにもテントご持参いただくこと

をおすすめします。  

18.環境保全 

 GALA 湯沢周辺に広がる自然林及び草原などの自然環境はかけがえのないものです。周辺の生態系の保全のた

め、コース以外には絶対に立ち入らないようにお願い致します。また、コース上でゴミの廃棄も禁止とします。 

19.試走／トレーニング 

 コースの案内版はレース前日まで設置されませんのでご注意ください。試走やトレーニングにて大会予定コースに

入る合は、十分な装備を用意してください。ご不明点は GALA 湯沢スキー場（025-785-6543）までお問い合わせくださ

い。 

20.応援者 

ゴンドラ往復（ガーラ湯沢駅（カワバンガ）⇔チアーズ） 

大人：1,200 円  子供： 600 円 8:30～17:00 運行（通常より延長しております。） 

カワバンガ・インフォメーションセンターにて購入できます。 ※参加者はエントリー代に含まれます。紛失の際は購入

ください。 

21.温泉 

 SPA ガーラの湯（カワバンガ 3Ｆ） 

大人：1,100 円 子供： 600 円 ※参加者は割引券あり 11:00～18:00 営業（通常より延長営業しております。） 

22.緊急連絡先 

大会事務局  S-MUNTAINTRAIL 原 090-9844-9694 


