
東丹沢宮ヶ瀬トレイルレースコース図
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当日朝、受付・スタート時間に間に合う公共交通機関はございませ
ん。JR橋本駅からの有料臨時トレイルバス（6：15・6：30出発）を
ご利用されるか、車でお越しください。車でお越しの際は、会場の
無料駐車場（600台）をご利用ください。

●圏央道相模原Ｉ.Ｃ.下車　津久井広域道路から国道412号長竹三差路を
経由して津久井方面へ向かい、関交差点を宮ケ瀬方面へ左折（約25分）

●中央道相模湖I.C.下車、国道20号から国道412号三ヶ木交差点を経
由して厚木方面へ向かい、関交差点を宮ヶ瀬方面へ右折（約40分）

●東名高速厚木I.C.下車、国道129号（国道246号）から県道60号へ入
り、県道64号を清川村方面へ右折し、宮ヶ瀬やまびこ大橋を左折（約
45分）

車でのアクセス

高低図
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※コースが一部変更となる場合があります

会場までの交通機関

エントリーは
インターネットから 

➡
http://runnet.jp/ http://www.sportsentry.ne.jp

第2戦 調整中

道志村トレイルレース(ロング)

第4戦 7/5日

北丹沢12時間山岳耐久レース

第3戦 6/14日

八重山トレイルレース(ロング)

NES
チャンピオンシップ

2020

8:00AMSTART宮ヶ瀬
湖畔園地会場

2019年11月1日（金）～2020年 3月8日（日） 8,000円
申込期間 参 加 料インターネットエントリー

指定4大会の完走タイムの
合計時間で順位を決めます（　　　　　　　　　　　　）

第１戦 4/19日

東丹沢宮ケ瀬トレイルレース

2020年4月19日（日）

東丹沢宮ケ瀬
トレイルレース

回第12回第12



〒252-0184 神奈川県相模原市緑区小渕1545-1（北丹沢山岳センター内）

大会に関するお問い合わせ先

東丹沢宮ヶ瀬トレイルレース大会事務局
（月・火・木・金10：00～17：00　※祝日を除く）TEL.042-687-4011

【主　　催】東丹沢宮ヶ瀬トレイルレース実行委員会
【主　　管】NPO北丹沢山岳センター、神奈川県山岳連盟
【後　　援】（公財）宮ヶ瀬ダム周辺振興財団、清川村、清川村教育委員会、相模原市教育委員会、（公社）日本山

岳・スポーツクライミング協会、（公財）神奈川県体育協会、（公財）相模原市体育協会、宮ヶ瀬地区
公共施設管理組合、宮ヶ瀬水の郷観光協同組合、鳥屋地域振興協議会、東丹沢ふれあいネット

【協　　力】神奈川県山岳連盟加盟団体、（財）日本トレイルランニング協会、チームのざき、北里大学病院、
道志村トレイルレース、神奈川大学体育会山岳部、神奈川大学学士山岳会

【協　　賛】ラ スポルティバジャパン、SATOHスポーツ、大塚製薬、フォトクリエイト、らーめん専門店小川、
モンテローザ

【開催日時】2020年4月19日（日）8：00スタート　※雨天決行（暴風雨以外）
【会　　場】宮ヶ瀬湖畔ー早戸川林道周回コース
 （横浜線橋本駅からトレイルバス運行　※片道1,000円／往復2,000円）

【競技者受付】受付場所：宮ヶ瀬湖畔園地　受付時間：6：00～7：30
【距離・コース】32.1km（標高差1,116m）
 宮ヶ瀬湖畔園地スタート～早戸川林道～早戸川橋～魚止森の家入口～伝道～榛ノ木丸～姫次東

～大平分岐～大平～奥野林道～松茸山～早戸川橋～早戸川林道～宮ヶ瀬湖畔園地フィニッシュ
【制限時間】7時間
 ※時間による関門を2箇所に設けます。規定時間内に関門を通過できなかった競技者は、主催者が準備する車両で

フィニッシュ付近まで搬送します。
【関　　門】第1関門：10.8km地点・本間橋10：00(スタートから2時間以内)
 第2関門：20.8km地点・大平13：00（スタートから5時間以内）

【参加資格】健康な18歳以上の者（高校生は不可）で、医師の判断により異常が認められない者。
 コースを迷うことなく制限時間内に完走できる自信がある者。
 山岳遭難保険又は山岳遭難対策制度加入者。（受付時に確認します。）

【種　　目】男子18～39歳、男子40歳代、男子50歳代、男子60歳以上、女子18～44歳、女子45歳以上
 ※年齢区分は、大会当日の年齢とする。

【表　　彰】各種目上位6名に賞状および副賞を差し上げます。
【定　　員】全種目あわせて1,000名（先着順）。定員になり次第締め切ります。
【参 加 料】8,000円 
 ※有料バスご利用の方は申込時に参加料とバス往復利用料2,000円（片道1,000円）をあわせてお支払いください。
 ※締切後の申込入金に関しては、振替手数料などの諸費用を差し引いて返金します。
 ※参加料の一部は、自然保護とコース整備およびレースの安全対策に使用します。

【申込方法】インターネットよりお申し込みください。
【申込期間】2019年11月1日（金）～2020年3月8日（日）
【注意事項】

①競技は個人単位にて行い、定められた山岳コースを走るタイムレース方式とします。所要時間の少ない競
技者から順位を決定します。

②記録計測はランナーズチップを使用します。ナンバーカードと一緒に同封されているランナーズチップを
シューズの紐に装着してスタートしてください。

③レース中、第1関門（本間橋 10：00）と第2関門（大平 13：00）に制限時間を設けます。これを超
えた競技者はレースを中止し、役員の指示に従い下山することを厳守してください。

④フィニッシュ閉鎖時間は、スタート後7時間（15：00）とします。
⑤水、行動食、地図、コンパス、その他各自必要とする装備品は、各自必ず持参し参加してください。な

お、ストック、杖およびスパイクなどの使用はできません。
⑥コース上には最低限の矢印表示など設置してありますが地図を携帯して参加ください。
⑦環境保全のため、犬などのペット同伴での参加はできません。
⑧参加希望者は、気象条件、コース条件および自然環境保護に配慮した制約・条件などがあることを

理解した上でお申し込みください。また、各自において、健康管理には十分注意し、事前に医師の健
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。

⑨標高差1,116mの山岳レースのため、悪天候などにより大会開催が困難であると主催者が判断し
た場合、大会を中止することがあります。

⑩登山道の保護および参加者と一般登山者の安全確保のため、追越禁止などの制限区間を設けるこ
とがあります。また、競技中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ください。

⑪給水地点は第1、第2関門に設置します。衛生上、湧き水などの自然の水は飲まないでください。
⑫審判および役員により競技続行が不可能と判断された競技者は、競技を中止していただく場合が

あります。
⑬競技中に体調不良を起こした場合、またはその他の理由で競技を棄権（中止）する場合は、コース

上の審判あるいは役員に申し出てください。
⑭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。
⑮参加通知書は、4月初旬に郵送いたしますので、大会当日に持参してください。ナンバーカードは当

日受付でお渡しします。
⑯以下の競技者は失格とします。

・大会参加中にゴミを投棄したり、指定コース外に立ち入るなど、自然環境保護に反する行為が
あった競技者

・審判および役員の指示に従わなかった競技者
・規定の時間を超えて関門に到着した競技者およびフィニッシュ閉鎖時間を超えた競技者
・年齢・性別の虚偽申告をした競技者および申込者本人以外が出場（不正出走）した競技者
・ナンバーカードを着用しなかった競技者
・その他不正行為およびマナー違反があった競技者

（予  定）

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（ランキング等）に利用いたします。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あります。

※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。

個人情報の取り扱いについて

申込規約
7. 大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が

加入した保険の範囲内であることを了承しま
す。

8. 私の家族・親族、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諾しています。

9. 年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出
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
格はく奪等、主催者の決定に従います。また、
主催者が虚偽申告・代理出走者に対する救護・
返金等一切の責任を負わないことを了承します。

10.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・利用されることを承諾します。また、
その掲載権・使用権は主催者に属します。

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

12.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（齟齬がある場合は大会規約
を優先します）。

1.自己都合による申込後の種目変更、キャンセル
はできません。また、過剰入金・重複入金の返
金はいたしません。

2.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開
催縮小・中止、参加料返金の有無・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。

3.私は、心疾患・疾病等なく、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、
紛失等に対し、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.私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、
主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行
いません。

申込期間：2019年11月1日（金）～2020年3月8日（日）

申込方法 インターネットエントリー

パソコン・スマホから各URLにアクセスし、大会エントリーページの
指示に従ってお申し込みください。支払方法は、お申し込みの際に
お選びいただけます。（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。
※会員登録（無料）が必要です。

http://runnet.jp/
http://www.sportsentry.ne.jp Sports entryrunnet

1
　　  NESチャンピオンシップ2020開催

指定4大会（東丹沢宮ケ瀬TR・道志村TR・八重山TR・北丹沢

12H山岳耐久R）の完走タイムの合計時間で順位を決めます。

2 トレイルの比率が40％で、ロードが多いスピードコース。

3
会場は、家族や応援の方も楽しめるレクリエーション施設充実の

宮ヶ瀬湖畔園地（http://www.miyagase.or.jp）！

4

無料駐車場600台。
※駐車台数に限りがありますので乗り合わせかシャトルバスをご利用下さい。

また、JR橋本駅からトレイルバスを運行します！

有料：往復2,000円（片道1,000円）

▲

橋本駅北口 三菱UFJ銀行前　6：15 ・ 6：30出発

種目一覧
番号 部　門

32.1kmレース
1
2 男子40～49歳

4
男子50～59歳3

男子60歳以上
5 女子18～44歳
6 女子45歳以上

男子18～39歳

東丹沢宮ケ瀬トレイルレース


