
57km：4ヶ所
A1道の駅みつまた（11km地点 /第 1関門）　制限時間 12:00
A2和田小屋（20km地点 /第 2関門）　制限時間 14:30
A3田代スキー場（26km地点 /第 3関門）　制限時間 16:30　
A4道の駅みつまた（39km地点 /第 4関門） 制限時間 19:00
A5栄太郎峠（48km地点）制限時間 20:15
24km：1ヶ所
A1道の駅みつまた（11km地点 /第 1関門）　制限時間 12:30
※関門時間は入った時間ではなく関門を出る時間になります。

6月 11日（土） 14:00 より受付を開始いたします。
ガーラ湯沢カワバンガにお越しください。
・受付時にゼッケンを配布いたします。
6月 12日（日）  7:30 より各カテゴリー別に受付を開始いたします。
ガーラ湯沢カワバンガにお越しください。

※お車でお越しの方はガーラ湯沢カワバンガ駐車場をご利用ください。
　無料でご利用いただけます。満車の場合には第２、第３駐車場もご利用
　いただけます。
<< 注意事項 >>
・必須携帯品など必ず主催者ホームページを確認してください。
・トイレは非常に混み合うことが予想されます。
　余裕を持って行動してください。
|健康管理
参加にあたり、健康に不安のある方は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いたします。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、特に強く受信をお勧めいたします。
|保険
本大会の参加にあたりましては、参加者全員を 6月 12日（日）午前 0時
から大会終了時まで、イベント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。
| 必須携行品
※ココヘリ発信機の携帯が必要です。（6時間トレイルリレーは除く） 
地図上に現在位置を表示できる装置（GPS）<< 時計・スマートフォン可 >>
ライト（予備ライト・予備電池含む）、雨具、防寒具、行動食、熊鈴、
コースマップ、コンパス、ドリンク (1,000ml 以上 )、救急用具（非収縮性
テーピングテープは必須）、携帯カップ、エマージェンシーブランケット、
健康保険証（レース携帯時はコピー可、原本も大会会場に持参していること）、
ザック後方に取り付け可能な点滅ライトを必須装備品と致します。
スマートフォン（一部電波の届かない場所もあります）
※必須携帯装備品はすべての競技種目共通です。
（夜間走行しない場合でも天候によっては霧の発生による視界の悪化や気温
の低下があります。ライト、防寒具など上記されている必須携帯装備品は
すべての競技種目に常時適用されます）
※必携品防寒具の保温性、防水性などのレベルは、選手自身の責任で決定
してください。選手自身が選択したウェアを主催者はその選手の必携ウェア
と判断します。
※雨具はフードつきレインジャケットとレインパンツ。どちらも
〈ゴアテックス〉あるいはそれと同等の防水、透湿機能を持ち、縫い目を
シームテープで防水加工してあるもの。
※すべての携行品は持つだけでなく使用できるようにしておくこと。
【推奨装備品】
※必須携行品に記載のスマートフォンには大会が提供するGPXデータを
入れることを推奨します。
※ポイズンリムーバー、手袋、キャップ、サングラス
|ルール＆マナー
大会場所が国立公園内を含むことから、自然保護を最優先事項と致します。 
この大会は主な登山口などで大会について告知をしておりますが、一般登山者を
優先しますのですれ違いや追い抜く際は声を掛け合い互いに道を譲り合って
ください。 登り優先。 走行禁止（歩く）、追い越し禁止区間がコースにはあります。
必ず遵守してください。 コース上、多少の崩落個所もありますので、
注意して通過してください。 コースの一部で水源協定林を通過しますので、
トレイルから外れないようにして下さい。 ごみ等の廃棄は禁止です。 
ストックの使用は認められていますが、和田小屋～かぐら第 1高速リフト
降り場までの区間は使用禁止です。 イヤフォン、ヘッドフォンを装着して
の走行は禁止します。
|コース
コースには参加選手の皆様が迷わないように、案内サイン（矢印）、コーステープ
等を設置しておりますが、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。
※状況によりコース変更や短縮が生じる場合がございます。
<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
距離案内：5km毎
通過チェックポイント
<注意を要する箇所 >
＜57km＞ 28km地点 八木尾山の上りの急斜面 32.5Km地点 カッサ川の渡渉と
その前後の急斜面
<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。

マウント湯沢アウトスタンデング
最終のご案内

マウント湯沢アウトスタンディング 2022にエントリーいただきありがとうございます。
最終のご案内をメール配信しております。
詳細ご確認いただきますようお願いいたします。

タイムスケジュール

通過チェック・関門

受付フロー

ガーラ湯沢カワバンガ案内

Mt.YUZAWA OUTSTANDUNG

競技種目 時間 項目 場所

【57km】 14:00～17:00 受付 ＠ガーラ湯沢カワバンガ

【24km】 14:00～17:00 受付 ＠ガーラ湯沢カワバンガ

競技種目 時間 項目 場所

7:30～8:00 受付 ＠ガーラ湯沢カワバンガ

8:00～8:05 開会式 ＠ガーラ湯沢カワバンガ

8:05～8:15 競技説明 ＠ガーラ湯沢カワバンガ

8:30 スタート

8:00～8:30 受付 ＠ガーラ湯沢カワバンガ

8:30～8:35 開会式 ＠ガーラ湯沢カワバンガ

8:35～8:45 競技説明 ＠ガーラ湯沢カワバンガ

9:00 スタート

6月11日（土）

【57km】

【24km】

6月12日（日）

ガーラ湯沢カワバンガ
エレベーター

有料男子
ロッカールーム

有料女子
ロッカールーム

エスカレーター

スタート場所

ゴンドラステーション

男子化粧室

女子化粧室

2F

3F

新幹線
改札口

無料荷物置場
24km 受付

サ
ロ
モ
ン

3 階は利用できません。
SPA ガーラの湯は営業しておりません。

※有料ロッカー使用料：500円ご希望の方は受付にて現金でお支払いください。
　ロッカールームでの着替えは無料でご利用できます。
※カワバンガ室内は競技後などの汚れた靴では入場できません。
　入場前に靴を脱いでご入場ください。

集計係 大会本部大会本部

室内は競技後の汚れた靴では入場
できません。履き替えてください。

立ち入り禁止

立
ち
入
り
禁
止

無料荷物置場
57km

「サロモン出展ブースでは話題のレーシングモデル「S/LAB PULSAR SG」や「ULTRA GLIDE」
などのテストシューズの展示、インスタ＆メルマガ登録によるノベルティーグッズのプレゼント
キャンペーンを行いますのでぜひサロモンブースにお越しください！」

ク
レ
ブ

（
販
売
）

BRIN
G

（
販
売
）

BRING™は、今年日本初上陸の「GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES」における各大会で、
速乾性に優れた自社製再生ポリエステル (BRING Material™) 100%の BRING T-shirts Basic
と Sleeveless T-shirt をボディに使用した、オフィシャルグッズを販売いたします。
Tシャツは、日々のジョギングに限らず連戦の移動着にもお使いいただけるよう、胸には
シリーズ戦のロゴをあしらい、背中には各大会のロゴが並びました。
そして、よりアスリートな方に向けて、スリーブレスタイプも別デザインでご用意しています。
ランニングザックを背負うことを想定し、胸中央と背中裾にシリーズ戦のロゴをデザインしました。
さらに当日BRING™ブースでは、GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES のロゴや各大会ロゴ
のリフレクターマークを、その場でお好きなところにプリントできる「ライブプリント」も実施
いたします。ぜひお立ち寄りください！

■送迎バス運行表

越後湯沢駅
東口

湯沢高原口
ロープウエイ

ガーラ湯沢
カワバンガ

新幹線到着時刻
越後湯沢駅
東口

湯沢高原口
ロープウエイ

ガーラ湯沢
カワバンガ

新幹線到着時刻

7:23
13:59 8:13
14:59
15:58

→8:41

越後湯沢駅  -  ガーラカワバンガ 送迎バス時刻表

11日（土曜日） 12日（日曜日）

14:10 →14:13 →14:17 7:35 →7:38 →7:41

15:10 →15:13 →15:17

8:25 →8:2814:4514:48←14:51

15:50 →15:53

16:10 →16:13 →16:17

17:10

16:51 ←16:48 ガーラ湯沢
カワバンガ

湯沢高原口
ロープウエイ

15:51 ←15:48 ←15:45

→17:13 →17:17

17:50 →17:53 →17:56

16:50 →16:53 →16:56

→15:56

19:50 →19:53 →19:56

←16:45

18:50 →18:53 →18:56

越後湯沢駅
東口

20:50 →20:53 →20:56

21:50 →21:53 →21:56


