
        ダダだだ   

 
1．開催日時 … 2020 年 6 月 14 日(日)小雨決行    

※悪天候の場合主催者の判断  

2．会  場 … 上野原中学校  

3．受  付 … 上野原中学校  

    大会前日 14：00～15：30  大会当日  5：30～7：20 (ロング) 

6：00～7：40 (ショート、ふれあいコース) 

4．日  程   

開会式 … 7：30 ～ スタート地点   

  スタート【ロング】…8：00～【ショート】…8：30～【ふれあい】…9：00 

5．コース 

【ロング】上野原中学校 (スタート )～八重山～能岳～猪丸～日原峠～丸山～   

関門(自然の里)～ 二本杉～墓村～関門(尾続花畑)～聖武連橋～能岳 

～八重山～上野原中学校(フィニッシュ)  

【ショート】上野原中学校(スタート)～八重山～能岳～ 向風～用竹給水 

～墓村 27.6ｋ地点で（ロングと合流）～尾続花畑（給水）  

～聖武連橋～能岳～八重山～上野原中学校(フィニッシュ)  

6．距 離  【ロング】… 38.55km   【ショート】… 21.64km 【ふれあい】… 12.79km  

7．参加料金 【ロング】・ 8, 3 0 0 円 【ショート】・ 7,000 円【ペア 1 組】・13,600 円 

  ※参加料の一部は、レースの安全対策及び自然保護と登山道整備等に充てられます。  

8．種  目   ①男子 39 歳以下、40 歳代、50 歳代、60 歳以上。 

       ②女子 16 歳以上全体。（参加者が多数の場合は区分を設けます） 

       ③ショートは個人、ペア(ペアのゴールは必ず 2 人同時にゴールする事)  

     ※ 年齢区分は、大会当日の年齢とする。ペアの部は年齢区分なし。   

9．制限時間 【ロング】… スタートから 7.5 時間以内 

【ショート】… スタートから 5.5 時間以内   

10．関  門  

  【ロング】 第 1 関門：自然の里(23.08km)12：20 制限(4 時間 20 分以内) 

         設備：トイレ・給水・エイド・救護所 

第 2 関門：尾続花畑(32.03km)14:30 制限(6 時間 30 分以内) 

設備：トイレ・給水・エイド 

  【ショート】… 関門 1 ヶ所 : 用竹給水( 9.9 km) 制限(2 時間 30 分以内)  

11．給  水  

【ロング】… 日原地区・関門(自然の里)・尾続地区 

【ショート】…  用竹給水所・尾続花畑・上野原中学校 

12．表  彰 各項目上位の方に、賞状、副賞を贈ります。  

   年齢区分 男子 40 歳未満、40 歳以上、50 歳以上、60 歳以上は 1～6 位まで表彰。 

        女子 16 歳以上、1～6 位まで表彰。（参加者多数の場合は変更あり） 

        ※表彰はロング、ショート別々とします。 

        ペアの部 全体で、 1～6 位まで表彰。 

但し、親子・夫婦・家族・カップル等の個別の表彰は行いません。 

         ※参加人数により変更があります 

13．参加資格 … 両コース共に大会当日参加種目の年齢に達している者。 

コースを迷うことなく制限時間内に完走できる自信のある者。 

山岳遭難保険加入者。  

 【ロング】健康な 18 歳以上の者で医師の診断により異常が認められない者。(高校

生不可)  

    ※ただし未成年者に関しては、保護者及びスポーツ団体等の指導者の同意を得

た方に限ります。  

  【ショート】健康な高校生以上の者で、医師の診断により異常が認められない者。 

  【ショートペアの部】健康な小学生(10 歳以上)の者で医師の診断により異常が認め

られない者。  

  ※ペアの部は、親子、夫婦、家族、カップルは女性が必ず１人以上入る事。 

※ただし未成年者に関しては、保護者及びスポーツ団体等の指導者の同意を得た方

に限ります。  

  ※小学生のお子様は、保護者又はスポーツ団体等の指導者の付き添いが原則となり

ます。 付き添われる方のうち 1 名以上は、必ず 20 歳以上でお願いします。  

14．定  員【ロング】 …550 名 【ショート】…500 名、 ペア 50 組  

※両コース共定員になり次第締め切ります。  

15．申込方法…インターネット。  

16．申込期間 … 2020 年 1 月 18 日(土)～2020 年 5 月 5 日(火)まで  

17．注意・指示事項  

 (1)個人単位にて行います。例外として(ショートのペアの種目)。 

(2)記録計測は IC タグにて計測します、レースナンバーと IC タグを装着して 

  スタートしてください。 

(3)定められた山岳コースのタイムレース方式で所要時間の少ないものから順位を決

定します。  

(4)レースナンバーは受付時に渡しますので装着してスタートしてください。  

(5)レースでは第１関門(自然の里)、第２関門(尾続)に制限時間を設けます。これをこ

えた競技者は、レースを中止し役員の指示に従ってください。  

(6)水・行動食その他各自必要とするものは各自の判断で持参してください。なおスト

ック･杖およびスパイクの使用はできません。  

(7)コース上には、矢印表示等を設置してあります。  

(8)環境保全のため犬等のペット同伴での参加はできません。  

(9)参加希望者は、気象条件、コース条件および自然環境保全に配慮した制約・条件が

あることを理解したうえで申し込みください。また、各自において、健康管理に

は十分注意し、事前の医師の健康診断を受診し、当日は万全の体調で参加してく

ださい。なお、参加者は大会当日に必ず健康保険証(コピー可)を持参してください。  

(10)標高差【ロング】878m【ショート】400m【ふれあい】322m の山岳レースであ

り、主催者の判断により、悪天候等により大会開催が困難と認められた場合には

中止することがあります。  

(11)登山道の保護ならびに参加者及び一般登山者の安全保護のため、追い越し禁止区

域を設けることがあります。その他の区間、コース上では、一般登山者と衝突・

接触することがないように注意して走行してください。(事故等に関しては個人責

任とする)  

(12)給水地点以外について、衛生上、湧き水等自然の水は飲まないでください。  

(13)役員により競技続行が不可能と判断された競技者は、競技を中止される場合があ

ります。  

(14)競技中に体調不良を起こした場合、その他の理由で競技を棄権(中止)する場合は、

コース上の役員に必ず申し出てください。  

(15)荷物預かり所を設置しますが、貴重品は各自で管理してください。  

(16)参加案内は、5 月末までに郵送もしくは、メールにて送りますので、大会 

  当日に忘れず持参してください。 

(17)以下の競技者は失格とします。  

①大会参加中にごみを投棄したり、指定コース外に立ち入るなど、自然環境保護に

違反する行為があった競技者。  

②審判・役員の指示に従わなかった競技者。  

③規定時間を越えて関門に到着した競技者及び最終時間制限を越えた競技者。 

④年齢・性別の虚偽申告をした競技者及び申込本人以外が出場(不正出走)した競技者。  

⑤ナンバーカードを着用しなかった競技者。  

⑥その他不正行為及びマナー違反があった競技者。  

18 申込規約  

※参加者は上記注意事項及び、下記の申込規約を必ず熟読・同意の上、お申込み

ください。  

①自己都合による申込後の種目変更、キャンセルは出来ません。また、過剰金・重

複入金の返金はいたしておりません。  

②地震・風評被害・降雪・事件・事故その他の予測不可能な緊急事態等による開催

縮小・中止、参加料返金の有無・金額・通知方法等についてはその都度主催者が

判断し決定します。私は、その決定に従います。  

③私は、心疾患・脳血管疾患等の疾病はなく、健康に留意し、十分なトレーニング

をして大会に臨みます。傷病、事故、紛失、事件などに対して自己の責任におい

て大会に参加します。  

④私は、大会開催中に主催者により競技続行に支障があると判断された場合、主催

者の競技中止の指示に直ちに従います。また、その他、主催者の安全管理、大会

運営上の指示に従います。  

⑤私は、大会開催中に傷病が発生した場合応急手当を受けることに異議はありませ

ん。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。  

⑥私やその家族、親戚等は、大会開催中に起こりうる事故･傷病・紛失・損害等の様々

な事柄に関し主催者の責任を免除し、民事・刑事訴訟の請求を行いません。 

⑦私は、コース上で、参加者及び、一般登山者と衝突、接触した場合の事故等に 

 関しては、自己責任とする事に異議がありません。 

⑧大会開催中の事故・傷病・損害等の補償は大会側が加入した保険の範囲内である

ことを了承します。  

 ＜マラソン保険＞ 

 ・死亡、後遺障害 500 万円、入 院 ( 日 額 )5,000 円、通 院 ( 日 額 )3,000 円 

⑨私の家族・保護者(参加者が未成年の場合)またはチームメンバー(代表者エントリ

ーの場合)は、本大会への参加を承認しています。  

⑩年齢・性別等の虚偽申告、申込本人以外の出場(代理出走)はいたしません。それら

が発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格剥奪等、主催者の決定

に従います。また、主催者が虚偽申告・代理出走に対する救護・保険等の補償・

返金等一切の責任を負わないことを了承します。  

⑪大会の映像・写真・記事・記録等(において氏名・年齢・性別・記録・肖像権等の

個人情報)が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・

利用されることを了承します。またその映像権・掲載権・使用権等は主催者に属

します。  

⑫大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者側の規約に則ります。  

⑬上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります。(齟齬がある場合

大会規約を優先します)。 

⑭私は、申込規約を熟読し、理解したうえで大会に申し込んだ事に同意しています。 

19 個人情報の取り扱いについて  

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、記録発表等(ラ

ンキング等)に利用します。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確

認連絡をさせていただくことがございます。 
※ 今大会はエコ大会を目指しています、ゴミを減らすために、 

給水地点で使う、携帯コップを持参願います。 

 

  ふれあい コース（12.79ｋｍ） 他の注意事項は 9 回大会要項に準じる 

1、参加資格 個人・・男子・女子 中学生以上 

   小学生個人・・健康な（10 歳以上）のお子さんと（保護者 2０歳以上）との 

    付き添いでの参加をお願い致します。 

  ※走る時は必ず意志疎通ができる範囲で走ってください。 

  ※小学生で参加した選手はフィニッシュ時は必ず手をつないでお願いします。 

  ※その時の着順は年齢の下の者とします。 

２、制限時間  【ふれあいコース】… スタートから 4.5 時間以内  

３、定員   150 名 定員になり次第締め切ります。  

４、参加料金  個人・・6600 円  小学生にはタオルをプレゼントします。 

５、表彰 ・ふれあいの部 全体で 1～6 位まで（女・男・年齢区分なしです） 

参加人数により変わります。  

 

※ 主催・・八重山トレイルレース実行委員会 

※ 後援・・上野原市、上野原市教育委員会、 

■大会に関する問い合わせ先               

八重山トレイルレース実行委員会事務局 
〒409-0112  山梨県上野原市上野原 4673 

TEL 0554-63-1040 (月～金 10:00～17:00 ※祝日を除く) 

第 9 回八重山トレイルレース 大会要項 


