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：一般財団法人日本トレイルランニング協会、妙高赤倉マウンテンレース実行委員会
：北丹沢山岳センター、日本山岳スポーツ協会（日本山岳耐久レース・ハセツネ30K）
：妙高市、妙高市観光協会、妙高高原商工会、新赤倉観光協会、赤倉温泉観光協会、池の平温泉観光協会、杉野沢
観光協会、妙高温泉観光協会、妙高観光協議会、東京都山岳連盟、神奈川県山岳連盟、大塚製薬

：赤倉温泉スキー場、赤倉観光リゾートスキー場、池の平温泉スキー場、妙高杉ノ原スキー場、妙高高原温泉郷旅館連
合会、赤倉温泉旅館組合、池の平温泉旅館組合、杉野沢旅館組合、妙高温泉旅館組合、北丹沢12時間山岳耐久
レース、陣馬山トレイルレース、東丹沢宮ヶ瀬トレイルレース、八重山トレイルレース、道志村トレイルレース、神奈川大学
学士山岳会、群馬県山岳連盟

■主 　催
■競技主管
■後　　援

■協　　力

バーティカル5K

開催日：2017年7月22日 会場：赤倉観光リゾートスキー場土

900m以上の標高を駆け上がる！ バーティカル5K コースMAP

温泉街やスキー場を駆けめぐる！ トレイルラン25K コースMAP

トレイルラン25K

開催日：2017年7月23日 日 会場：赤倉観光リゾートスキー場
スタート地点：赤倉温泉「赤倉体育センター」

赤倉の温泉街を回ってからトレイルへ。
4つのスキー場のゲレンデを
ふんだんに活かしたコースが続き、
妙高杉ノ原スキー場では
MTB用のトレイルを使用します。
ラストスパートは赤倉観光リゾートスキー場の
ゲレンデを駆け下りてFinish!!

宮原 徹（みやはら・とおる）
滝ヶ原自衛隊所属。日本最強の呼
び声の高いトレイルランナー、スカ
イランナー。『富士登山競走』山頂
コース記録保持者（2時間27分41
秒／2017年現在）。海外の大会で
も多くの優勝・入賞実績を誇る。
2016年JSAバーティカル日本チャン
ピオン、2016年アジア選手権バー
ティカル・キロメーター総合優勝。

コース監修

バーティカル5K＆トレイルラン25K
舞台は越後富士に広がる4つのスキー場 レースの後は温泉でリフレッシュ！

　妙高赤倉
マウンテンレース
第1回

申込締め切り 2017年6月10日 土 エントリー受付中！

コース終盤のゲレンデは、
斜度30°の急坂！
妙高高原スカイケーブル降り場の
脇を通るので、ご家族やご友人の応援も可能です。

ミョーコーさん



妙高赤倉マウンテンレース大会要項

宿泊・送迎バス情報

アクセス■開 催 日／※雨天決行（暴風雨以外）
平成29年7月22日（土）バーティカル5K
平成29年7月23日（日）トレイルラン25K

■会　　場／新潟県妙高市
22日（土）バーティカル5K ／赤倉観光リゾートスキー場
23日（日）トレイルラン25K ／赤倉体育センター

■受　　付／22日（土）7：00 ～ 9：00（バーティカル5K）、
　　　　15：00 ～ 17：00（トレイルラン25K）

■日　　程／【22日（土）バーティカル5K】
 開会式 8：30、スタート 9：30、
 バーティカル5Kアワード・トレイルラン25Kブリーフィング・抽選会
 16：00 ～ 17：30 ＠赤倉体育センター

　 　 　  【23日（日）トレイルラン25K】
 開会式 7：30、スタート 8：00

■コ ー ス／赤倉温泉スキー場・赤倉観光リゾートスキー場・池の平温泉スキー場・
妙高杉ノ原スキー場　周辺

※定員になり次第締め切ります。締め切り後の入金に関しては、振り込み手数料等の諸経費を差し引いて、返金します。
※選手以外の方のゴンドラ利用は往復1,800円です。　※参加料の一部は、自然保護と登山道整備及びレースの安全対策に充てます。
※ご宿泊先は新赤倉観光協会にて手配します。

バーティカル5K
男女別16歳以上

14,000円
1泊宿泊費・ゴンドラ片道1回乗車料込み

参加費用 定員（先着順） 制限時間

300名 2時間

トレイルラン25K
男女別16歳以上

16,000円
1泊宿泊費・ゴンドラ片道1回乗車料込み 1,000名 5時間

バーティカル5K＆トレイルラン25K
男女別16歳以上

18,000円
1泊宿泊費・ゴンドラ片道1回乗車料込み

種目（部門別順位は完走証に記載します）

■表　　彰／総合男女上位6位までの方、バーティカル5Kとトレイル
ラン25K合計での男女上位6位までの方に賞状・副賞
を贈ります。

■参加資格／大会当日において満16歳以上（高校生不可）。全コー
スを迷うことなく、制限時間内に完走する自信がある健
康な方。山岳遭難保険加入者。

■必 携 品／クマ鈴　※ストック、イヤホンは使用不可
■参 加 賞／妙高特産品

■送迎バス（新宿～赤倉温泉）／往復7,000円・片道4,000円

■一人部屋希望／1,500円（先着順）

■前泊延泊／1泊9,000円

■同伴者宿泊 1泊／大人9,000円・子供（小学生以下）7,000円

追
加
料
金

送迎バス（有料）をご利用の方
7月21日（金）出発

7月22日（土）出発

※ご宿泊先は妙高市観光協会の加盟旅館となります。
※ご宿泊先は、事務局にて振り分けを行うため、選べません。

＜往路＞7月21日（金） 9:00 新宿駅西口発／14:00 赤倉温泉着
＜復路＞7月22日（土） 13:00～15:00 赤倉温泉発／18:00～20:00 新宿駅西口着

＜往路＞7月22日（土） 7:00 新宿駅西口発／12:00 赤倉温泉着
＜復路＞7月23日（日） 13:00～15:00 赤倉温泉発／18:00～20:00 新宿駅西口着

※往路・復路ともに2回のトイレ休憩を設けます。

申込規約 ※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。

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。定員を超える申し込みがあった場合、入
金期限内に参加料の支払いが完了していても入金日によっては申し込みが
無効となる場合がございます。その場合、主催者が定める方法により返金さ
れます。
地震・風水害・降雪・事件・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。
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。
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。
私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当てを受ける事に異議あり
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。
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。
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。
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認しています。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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。
大会の映像・写真・記事・記録等（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
を了承します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。
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。
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）。
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（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あります。

9.

10.

11.

12.

13.

注意・事項
個人単位にて行います。
定められた山岳コースのタイムレース方式とします（所要時間の少ないものから順位を
決定します）。
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。
水、行動食、地図、その他各自必要とする装備品を持参し参加してください。なお、ス
トック・杖およびスパイク等の使用はできません。舗装道路上は左側通行を厳守するこ
と。
コース上には誘導員を配置。選手を誘導します。
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。
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。
山岳レースのため、悪天候等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。
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、追越禁止等の制限区間
を設けることがあります。また、競技中は、一般登山者と激突・接触することがないよう
に注意をして走行してください。
トレイルラン25Kのみ給水ポイントを「妙高杉ノ原スキー場駐車場」に設置します。衛
生上、湧水等の自然水は飲まないでください。
審判および役員により、競技続行が不可能と判断された者は、競技を中止させる場合
があります。
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、役員に必ず申し出てください。
荷物預り所を設置しますが、貴重品は各自で管理してください。
参加案内は7月上旬に郵送いたしますので、大会当日に忘れずに持参してください。
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、自然環境保全に違反す
る行為があった者／審判および役員の指示に従わなかった者／規定の時間をこえて関
門に到着した者および最終制限時間をこえた者／年齢性別の虚偽申告をした者および
申込者本人以外が出場（不正出走）した者／レースナンバーを装着しなかった者／イヤ
ホンをしながら出走／完走後のコースを出走した者／その他不正行為およびマナー違
反があった者
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送迎バス（有料）ご利用の方

左ページ送迎バス情報をご確認ください。

自家用車をご利用の方

上信越道 妙高高原ICから4km
赤倉観光リゾート駐車場ほか（約300台・駐車料金無料）

電車をご利用の方

北しなの線・妙高はねうまライン妙高高原駅
バス・タクシー約10分

新赤倉観光協会
〒949-2102　
新潟県妙高市田切218
TEL／0255-87-2700（直通）　
FAX／0255-87-2570
MAIL／myoko@fb3.so-net.ne.jp

（定休日：土・日・祝日・年末年始）　

宿泊に関する
お問い合わせ先

本大会の参加費用には、一泊分のご宿泊費用が含まれています。（温泉宿泊施設の場合は入湯税1人150円は別途となります）

申込締め切り日　平成29年6月10日（土）

パソコンまたはスマートフォンから右記の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）。 
※エントリー手数料：支払総額4,000円まで205円、4,001円以上5.15％（税込）

http://runnet.jp/
※RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。 QRコードを使うと、申込サイトに

簡単にアクセスできます。

（インターネットエントリー）

妙高赤倉マウンテンレース大会事務局
〒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
TEL 042-687-4011（月～金10：00～17：00 ※祝日を除く）
http://www.k-y-trail.com/myoko/index.html　 mail：kitatanzawa@kib.biglobe.ne.jp

大会
問い合わせ先

お申し込み方法：インターネットでのエントリー時に「バス送迎」をご選択してください。

お申し込みはインターネットを
  ご利用ください。
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■前泊延泊／1泊9,000円

■同伴者宿泊 1泊／大人9,000円・子供（小学生以下）7,000円

追
加
料
金

送迎バス（有料）をご利用の方
7月21日（金）出発

7月22日（土）出発

※ご宿泊先は妙高市観光協会の加盟旅館となります。
※ご宿泊先は、事務局にて振り分けを行うため、選べません。

＜往路＞7月21日（金） 9:00 新宿駅西口発／14:00 赤倉温泉着
＜復路＞7月22日（土） 13:00～15:00 赤倉温泉発／18:00～20:00 新宿駅西口着

＜往路＞7月22日（土） 7:00 新宿駅西口発／12:00 赤倉温泉着
＜復路＞7月23日（日） 13:00～15:00 赤倉温泉発／18:00～20:00 新宿駅西口着

※往路・復路ともに2回のトイレ休憩を設けます。

申込規約 ※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。

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。定員を超える申し込みがあった場合、入
金期限内に参加料の支払いが完了していても入金日によっては申し込みが
無効となる場合がございます。その場合、主催者が定める方法により返金さ
れます。
地震・風水害・降雪・事件・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。
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。
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。
私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当てを受ける事に異議あり
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。
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。
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。
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認しています。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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。
大会の映像・写真・記事・記録等（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
を了承します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。
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。
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）。
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（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あります。

9.

10.

11.

12.

13.

注意・事項
個人単位にて行います。
定められた山岳コースのタイムレース方式とします（所要時間の少ないものから順位を
決定します）。
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。
水、行動食、地図、その他各自必要とする装備品を持参し参加してください。なお、ス
トック・杖およびスパイク等の使用はできません。舗装道路上は左側通行を厳守するこ
と。
コース上には誘導員を配置。選手を誘導します。
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。
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。
山岳レースのため、悪天候等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。
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、追越禁止等の制限区間
を設けることがあります。また、競技中は、一般登山者と激突・接触することがないよう
に注意をして走行してください。
トレイルラン25Kのみ給水ポイントを「妙高杉ノ原スキー場駐車場」に設置します。衛
生上、湧水等の自然水は飲まないでください。
審判および役員により、競技続行が不可能と判断された者は、競技を中止させる場合
があります。
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、役員に必ず申し出てください。
荷物預り所を設置しますが、貴重品は各自で管理してください。
参加案内は7月上旬に郵送いたしますので、大会当日に忘れずに持参してください。
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、自然環境保全に違反す
る行為があった者／審判および役員の指示に従わなかった者／規定の時間をこえて関
門に到着した者および最終制限時間をこえた者／年齢性別の虚偽申告をした者および
申込者本人以外が出場（不正出走）した者／レースナンバーを装着しなかった者／イヤ
ホンをしながら出走／完走後のコースを出走した者／その他不正行為およびマナー違
反があった者

（1）
（2）

（3）

（4）

（5）
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（7）

（8）

（9）
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送迎バス（有料）ご利用の方

左ページ送迎バス情報をご確認ください。

自家用車をご利用の方

上信越道 妙高高原ICから4km
赤倉観光リゾート駐車場ほか（約300台・駐車料金無料）

電車をご利用の方

北しなの線・妙高はねうまライン妙高高原駅
バス・タクシー約10分

新赤倉観光協会
〒949-2102　
新潟県妙高市田切218
TEL／0255-87-2700（直通）　
FAX／0255-87-2570
MAIL／myoko@fb3.so-net.ne.jp

（定休日：土・日・祝日・年末年始）　

宿泊に関する
お問い合わせ先

本大会の参加費用には、一泊分のご宿泊費用が含まれています。（温泉宿泊施設の場合は入湯税1人150円は別途となります）

申込締め切り日　平成29年6月10日（土）

パソコンまたはスマートフォンから右記の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）。 
※エントリー手数料：支払総額4,000円まで205円、4,001円以上5.15％（税込）

http://runnet.jp/
※RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。 QRコードを使うと、申込サイトに

簡単にアクセスできます。

（インターネットエントリー）

妙高赤倉マウンテンレース大会事務局
〒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
TEL 042-687-4011（月～金10：00～17：00 ※祝日を除く）
http://www.k-y-trail.com/myoko/index.html　 mail：kitatanzawa@kib.biglobe.ne.jp

大会
問い合わせ先

お申し込み方法：インターネットでのエントリー時に「バス送迎」をご選択してください。

お申し込みはインターネットを
  ご利用ください。



さわやかな風かおる
高原妙高に
走りにきてね！

山頂駅

森林セラピーロード
妙高高原自然歩道

赤倉観光ホテル赤倉観光
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妙高高原スカイケーブル

Finish

Start
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妙高警察署
赤倉駐在所
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赤倉観光
ホテル

赤倉ゴルフコース

カヤバゲレンデ

赤倉温泉スキー場

赤倉温泉街

不動滝

妙高高原スカイケーブル

赤倉観光リゾートスキー場

池の平温泉スキー場

妙高杉ノ原スキー場

中部北陸自然歩道

池の平温泉スキー場カヤバ散策路

池の平温泉街

妙高高原ビジターセンター

杉野沢温泉

いもり池

森林セラピーロード
妙高高原自然歩道

P

P

P
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：一般財団法人日本トレイルランニング協会、妙高赤倉マウンテンレース実行委員会
：北丹沢山岳センター、日本山岳スポーツ協会（日本山岳耐久レース・ハセツネ30K）
：妙高市、妙高市観光協会、妙高高原商工会、新赤倉観光協会、赤倉温泉観光協会、池の平温泉観光協会、杉野沢
観光協会、妙高温泉観光協会、妙高観光協議会、東京都山岳連盟、神奈川県山岳連盟、大塚製薬

：赤倉温泉スキー場、赤倉観光リゾートスキー場、池の平温泉スキー場、妙高杉ノ原スキー場、妙高高原温泉郷旅館連
合会、赤倉温泉旅館組合、池の平温泉旅館組合、杉野沢旅館組合、妙高温泉旅館組合、北丹沢12時間山岳耐久
レース、陣馬山トレイルレース、東丹沢宮ヶ瀬トレイルレース、八重山トレイルレース、道志村トレイルレース、神奈川大学
学士山岳会、群馬県山岳連盟

■主　　催
■競技主管
■後　　援

■協　　力

バーティカル5K

開催日：2017年7月22日 会場：赤倉観光リゾートスキー場土

900m以上の標高を駆け上がる！　バーティカル5K コースMAP

温泉街やスキー場を駆けめぐる！　トレイルラン25K コースMAP

トレイルラン25K

開催日：2017年7月23日 日 会場：赤倉観光リゾートスキー場
スタート地点：赤倉温泉「赤倉体育センター」

赤倉の温泉街を回ってからトレイルへ。
4つのスキー場のゲレンデを
ふんだんに活かしたコースが続き、
妙高杉ノ原スキー場では
MTB用のトレイルを使用します。
ラストスパートは赤倉観光リゾートスキー場の
ゲレンデを駆け下りてFinish!!

宮原 徹（みやはら・とおる）
滝ヶ原自衛隊所属。日本最強の呼
び声の高いトレイルランナー、スカ
イランナー。『富士登山競走』山頂
コース記録保持者（2時間27分41
秒／2017年現在）。海外の大会で
も多くの優勝・入賞実績を誇る。
2016年JSAバーティカル日本チャン
ピオン、2016年アジア選手権バー
ティカル・キロメーター総合優勝。

コース監修

バーティカル5K＆トレイルラン25K
舞台は越後富士に広がる4つのスキー場 レースの後は温泉でリフレッシュ！

　妙高赤倉
マウンテンレース
第1回

申込締め切り 2017年6月10日 土 エントリー受付中！

コース終盤のゲレンデは、
斜度30°の急坂！
妙高高原スカイケーブル降り場の
脇を通るので、ご家族やご友人の応援も可能です。

ミョーコーさん




