
2019YUZAWA SKY EXTREME モニタリングレポート

対象大会概要

大会名称：S-Mountain YUZAWA SKY EXTREAM 2019

開催日：2019年6月15日（土） 開催場所：新潟県湯沢町ガーラ湯沢 主催：YUZAWA SKY EXTREAM2019実行委員会

協力：ガーラ湯沢スキー場、かぐら・みつまた・田代スキー場、湯沢市、各関係機関、地元報道機関、その他

企画運営：株式会社S・P・S

種目・参加者数

環境影響モニタリング

事前の環境影響モニタリングの概要

事前の環境影響モニタリングを6月1日 1日間実施

残雪のため日程変更

事前の環境影響モニタリングを6月12日実施

6月12日残雪が多くコース変更を決定

事後の環境影響モニタリングの概要

事後の環境影響モニタリングを6月17日の１日間実施

6月16日 調査実施

環境影響モニタリングの結果

残雪のためコース変更をして大会実施。当日雨の降る中で実施しましたが特にひどいぬかるみ部等は見受けられなかった。

スイパー及び補修スタッフ3名で、落とし物、ゴミ等のモニタリングを行ったがコース上の問題は見られなかった。

上記以外の地点では、明確な変化状況は確認できなかった。

利用影響モニタリング

利用影響モニタリングを6月16日（日）に9：00~14：00実施

登山者、一般利用者の車は見かけたが登山者を見かけることはなかった。事前のブリーフィングで選手に説明したこともあり、登山口に4名のス
タッフを配置したが、トラブルはなかった。

大会関係者からのコメント

参加者が140名で昨年の3倍でしたが、特に大きな混乱、けが人もなかった。

総合 申込数 出走数 完走数 完走率

０１ SKY EXTREME 55km 男子総合 140 114 94 82.46%

０２ SKY EXTREME 55km 女子総合 15 12 11 91.67%

０３ SKY EXTREME 55km ペア 14 14 10 71.43%

合計 169 140 115



モニタリング地点位置図 （全体図）

変更前 変更後



モニタリング地点位置図 （部分図）



湯沢6月 気象・雨量

日

降水量(mm) 気温(℃)
風向・風
速(m/s)

日照 雪(cm)

合計 最大 平均 最高 最低 平均 最大風速
最大瞬間

風速
最多 時間 降雪 最深積雪

1時間 10分間 風速 風速 風向 風速 風向 風向 (h) 合計 値

5 5.5 4 2 20.8 26.3 17.1 1.7 5 北北西 7.1 北北西 南東 5.6 0 0

6 0 0 0 20.8 26 16.9 1.8 3.9 北西 8.4 北北西 北西 7.7 0 0

7 12.5 5 1 17.3 19.5 16.2 1.7 4.4 北西 7.5 北西 南東 0 0 0

8 4.5 1 0.5 16.9 19.1 15.3 1.7 5.6 北北西 8.6 北北西 北西 0.1 0 0

9 4.5 3.5 1 17.9 23.1 13.7 2.2 6.1 南東 10.5 南南東 南東 4.6 0 0

10 16 3.5 1 16.8 22.5 14.4 1.8 4.2 南東 6.9 東 南東 0.6 0 0

11 10 5.5 4.5 16.3 22.4 12.1 1.9 4.8 北北西 7 北西 南東 2.8 0 0

12 8 4 2.5 16.7 22.6 12.3 1.7 5.6 北西 10.1 北西 南東 5.1 0 0

13 0 0 0 17.9 25.6 9.8 2.2 3.8 北西 7.2 北北西 南東 12.1 0 0

14 0 0 0 21.5 28 14.1 3.4 7 南東 14 南南東 南東 9.7 0 0

15 0.5 0.5 0.5 19.7 22 15.5 4.4 8.1 南南東 16.1 南東 南東 0 0 0

16 21.5 4.5 2 17 21.5 13.5 2.1 5.6 北北西 12.8 北西 北 0 0 0

17 9.5 2.5 1 14.8 19 12 2.2 5.4 北北西 11.9 北西 北西 0.9 0 0



環境影響モニタリング

地
点

実施日 大会前6/12 大会後6/16

天候 6/12 雨 6/16 雨

実施者 中村 中村

選定理由 路面にぬかるみが生じる懸念のある地点

コース写真

概況

板を配置しコースがわかるようにテープを張って誘導した。



環境影響モニタリング

地
点

実施日 大会前6/12 大会後6/16

天候 6/12 雨 6/16 雨

実施者 中村 中村

選定理由 路面にぬかるみが生じる懸念のある地点

コース写真

概況

スタッフを配置しコースがわかるようにテープを張って誘導した。特に目立った変形は見られない



環境影響モニタリング

地
点

実施日 大会前6/12 大会後6/16

天候 6/12 雨 6/16 雨

実施者 中村 中村

選定理由 路面にぬかるみが生じる懸念のある地点

コース写真

概況

スタッフを配置しコースがわかるようにテープを張って誘導した。



環境影響モニタリング

地
点

実施日 大会前6/12 大会後6/16

天候 6/12 雨 6/16 雨

実施者 中村 中村

選定理由 露出根の損傷が懸念される地点

コース写真

概況

スタッフを配置し、露出根脇を通行させたため損傷なし。



環境影響モニタリング

地
点

実施日 大会前6/12 大会後6/16

天候 6/12 雨 6/16 雨

実施者 中村 中村

選定理由 路面にぬかるみが生じる懸念のある地点

コース写真

概況

スタッフを配置しコースがわかるようにテープを張って誘導した。



環境影響モニタリング

地
点

実施日 大会前6/12 大会後6/16

天候 6/12 雨 6/16 雨

実施者 中村 中村

選定理由 路面にぬかるみが生じる懸念のある地点

コース写真

概況

スタッフを配置しコースがわかるようにテープを張って誘導した。



環境影響モニタリング

地
点

実施日 大会前6/12 大会後6/16

天候 6/12 雨 6/16 雨

実施者 中村 中村

選定理由 路面にぬかるみが生じる懸念のある地点

コース写真

概況

スタッフを配置しコースがわかるようにテープを張って誘導した。



スタッフ配置図

【配置スタッフ】 2019/6/6現在

場所 ⼈数 配置時間予定 スタッフ 電話番号 社⽤⾞ 仕事内容 持ち物

ガーラ湯沢トンネル出⼝ ２名 9：00〜21：00
ガーラ 伊藤（杏） 080-8458-8059

設備 軽バン1（AM）
コース誘導 イス等

ガーラ ⾼橋 080-8458-8058

ガーラエンターテイメント⼭頂 ２名 9：00〜21：00
ガーラ ⽥代 080-2151-0332 設備 軽バン2（PM）

コース誘導 イス等
ガーラ 林 080-2151-0347

栄太郎峠 4名 9：15〜20：30

ガーラ 関⾕ 080-2151-0343
索道 軽バン1（AM）

チェック / エイド（⽔・コーラ） テーブル１、椅⼦3、救護⽤具、 ポリタ
ンク2、トランシーバー1、 確認⽤紙

ガーラ ⽶⼭ 080-2151-0334

ガーラ ⼩野塚 080-2151-0349
索道 軽バン2（PM）

ガーラ ⽥村 080-2151-0354

清津川中流 3名 9：30〜19：30
ガーラ 吉澤 080-2151-0355

トヨエース（終⽇） コース誘導誘導 イス等ガーラ 植栗 080-2151-0337

ガーラ 関

⼋⽊沢 ２名 9：30〜19:00
ガーラ 清⽔ 080-2151-0348

送迎 コース誘導 イス等
ガーラ 川本 080-8458-8057

みつまた道の駅
（15Kmスタート含む） ４名 9:30〜19:00

ガーラ 南雲（真） 080-2151-0353 救護 ハイエース

チェック / エイド （バ
ナナ、漬け物、梅⼲し）

テント１、テーブル１、椅⼦２、 救護⽤
具、ポリタンク2、トランシーバー1、⾷

料、確認⽤紙

ガーラ 南雲（進） 090-2731-0356 ハイエースワゴン

ガーラ 伊藤（雄） 080-2151-0345

ガーラ 上村 080-8458-8063 救護

⼤峰 ２名 12:00〜20:00
ガーラ 若井 080-2151-0352 フィット（AM）

コース誘導 イス等
ガーラ 阿部 080-8458-8066 送迎（PM）

かぐらスキー場ゴンドラ乗場 ２名 エイド（⽔・コーラ） テーブル1、椅⼦2（プリンス⼿配）、ポ
リタンク2

和⽥⼩屋
４名

10：00〜15：00
チェック / エイド （お

にぎり、バナナ、漬け物、梅⼲し） テント１、テーブル2、椅⼦4、救護⽤具、
ポリタンク2、⾷料、トランシーバー1、

確認⽤紙

１名 スイーパー兼務（プリンスホテル）

神楽峰⼭頂前分岐 １名 プリンスホテル コース誘導

神楽峰⼭頂折り返し １名 プリンスホテル コース誘導

送電線 １名 プリンスホテル コース誘導

⽥代ローウエイ⼭頂 ３名 10：00〜17:00 チェック / エイド（⽔・コーラ）
テント1、テーブル1、椅⼦2、救護⽤具
（SPSテーピング含む）、ポリタンク2、

トランシーバー1、確認⽤紙

⽥沢湖以降 ２名 10：00〜17:00

ガーラ湯沢カワバンガ 5名 6：00〜22：00

ガーラ 塩⼊ 080-2151-0323
フリード 臨時対応

ガーラ 伊部 080-2151-0326

ガーラ 星野 080-2151-0327

受付 / ご飯 / ゴール 製氷・焼きそば・豚汁ガーラ 齋藤 080-2151-0328

ガーラ 村井 080-2151-0335

フリー １名 ガーラ 中島 070-4804-4487 事業 軽バン

スイーパー １名 ガーラ 宮崎 080-2151-0340

バス 4名

ガーラ ⽵添 080-2151-0330 マイクロバス

ガーラ 荒井 080-2151-0351 中型バス

ガーラ 野上 080-2151-0342

ガーラ 井⼝ 080-2151-0344



– 登山者・一般利用者へのヒアリング

– 日時 6/15日 （土） 9：00~14：00 和田小屋 登山道入り口

– 登山者・一般通行者 0名

– 山開き前のため、付近にスタッフ以外の駐車車両を見ているが登山者・一般通行者の姿は見受けられず。

– ランナーからの苦情はなかった。

2019湯沢スカイエクストリーム許可関係者

許可及び確認先 担当者 メールアドレス 電話 確認状況

（株）プリンスホテル 林 臣悟 shingo@princhotls.co.jp 090-3083-09654 許可済み

中越森林管理署 浜/大井 miku_oi200@maff.go.jp 025-772-2143 確認済み

苗場山共用林組合 森下 茂 090-1457-9621 確認済み

水上環境省 秋本 meguru_akimoto@env.go.jp 0278-62-0300 確認済み

湯沢観光協会 上村/末房 025-785-5333 確認済み

イヌワシ（苗場） 柳川雅文 yanagawa_hks@apricot.ocn.ne.jp 090-3750-5918 提出済み

電源開発（奥清津） 伊藤信夫 nobuo_itou@jpower.co.jp 025-789-2707 許可済み

東京電力パワーグリット 高橋克美 takahashi.katsu@tepco.co.jp 025-762-3090 許可済み

ガーラ湯沢スキー場 中島 nakajima@sala.co.jp 070-4804-4487 確認済み

南魚沼警察署（交通係） 0257-70-0110 提出済み

みつまた道の駅 確認済み



今大会に関する問題点及び

次回大会における課題

• 報告他

– 事前ブリーフィングに1時間をかけランナーに周知させたため混乱等もなかった。

– 大会前の雨とその後の雨天でコース変更をした。

– 懸念してたいたぬかるみ等の地盤のゆるみも見受けられなかった。

– 残雪が多い場合や悪天候を想定したコース設定も併せて事前に行っていたので申請等スムーズに行えた。

• 次回改善点

– 環境影響モニタリングの事前準備が遅れてため正確な緯度・経度・及び硬度の計測ができなかった。その為事後のモニタ
リングも正確な撮影ができなかったことを反省し次回は早めに対応する。その為に雪が降る前にあらかじめ緯度・経度・及
び硬度のデータを取得しておく。

湯沢スカイエクストリーム2019実行委員会

実行委員長 若月 等
〒949-6212

新潟県南魚沼郡湯沢町三国469-51
苗場ラネージュ内 株式会社S・P・S


