
第 3回

開催日：2018年 5月 19日 (土 )～20日 (日 )

主　催：

協　賛：

後　援：

協　力： とことこ会　小川健人会　白くま一族　NPO法人あさがお（知的障害者の会）

飯能市　飯能市教育委員会越生町　越生町教育委員会

ときがわ町　ときがわ町教育委員会　ときがわ町観光協会



大 会 案 内

●　大 会 名：第 3回トレニックワールド 100mile ＆100km  in 彩の国
●　開 催 日：2018 年 5月 19 日 ( 土 ) ～ 20 日 ( 日 )　雨天決行
●　主　  催：
　　　　　　  〒350-0806 埼玉県川越市天沼新田 189-10 ソレイユ 1-101
　　    　　　   実行委員：太田實 ( 委員長 )、東條一矢、白石達也、菅原強、古山孝子、星野秀樹
●　協　  力：とことこ会、小川健人会、白くま一族、NPO法人あさがお（知的障害者の会）、長瀞げんきプラザ、小倉整体
●　協　  賛： RaidLight Japan、LEDLENSER、ALTRA、武田レッグウェアー、スタミナ・スポーツ、修徳、
           Ｈ＋Ｂライフサイエンス、ミナト製薬、ニューサンピア埼玉おごせ、ゆうパークおごせ
●　後　  援：越生町 越生町教育委員会 飯能市 飯能市教育委員会 ときがわ町 ときがわ町教育委員会 ときがわ町観光協会
●　受付、開会式、スタート、ゴール、制限時間：

距離 km オフロード
距離 km オフロード率 累積高低差m コース概要

100mile 162.0 120.9 74.6% 9,190 North+South1+South2
100km 106.3 78.5 73.8% 6,065 North+South1

North 51.0 37.1 72.8% 2,940

South1 55.3 41.4 74.9% 3,125

South2 55.7 42.4 76.0% 3,125

ニューサンピア埼玉おごせ～大築山～くぬぎむら体験交流館～慈光寺～笠山～堂
平キャンプ場～白石峠～大野峠～飯盛峠～猿岩峠～ニューサンピア埼玉おごせ

ニューサンピア埼玉おごせ～桂木観音～四寸道～関八州見晴台～高山不動尊～
西吾野～子の権現～竹寺～周助山～種木～天覚山～東吾野駅～吾那神社～北向
地蔵～桂木観音～虚空蔵尊～大高取山～ニューサンピア埼玉おごせ

ニューサンピア埼玉おごせ～桂木観音～四寸道～関八州見晴台～高山不動尊～
西吾野～子の権現～竹寺～大高山～天覚山～東吾野駅～吾那神社～北向地蔵～
桂木観音～虚空蔵尊～大高取山～ニューサンピア埼玉おごせ

●　コース：

※コース上に誘導員はいません。コース案内板、テープ等は要所に設置してありますがコースアウト・ロストに注意して走行してください。
●　エイドおよび関門：

cource Aid（給水場） 距離 100 mile 100km(C)(D)
km （A) 個人 （B) 駅伝関門 ｴｲﾄﾞ設営時間 関門関門・ｴｲﾄﾞ設営

start 0 7:00 9:00 9:00 9:00ﾆｭｰｻﾝﾋﾟｱ埼玉おごせ

North

①くぬぎむら体験交流館 12.8 8:20 - 関門無し 12:00 10:30 - 12:00 12:00

②慈光寺 18.9 9:10 - 関門無し 13:30 11:20 - 13:30 13:30

③堂平キャンプ場 28.7 11:00 - 関門無し 17:00 13:10 - 17:00 17:00

④飯盛峠 39.1 12:30 - 関門無し 20:10 14:50 - 20:10 20:10
⑤ﾆｭｰｻﾝﾋﾟｱ埼玉おごせ 51.0 14:00 - 関門無し 23:00 16:20 - 23:00 23:00

South1

⑥桂木観音 58.0 15:20 - 関門無し ― 17:30 - 5/20 0:50 5/20 0:50

⑦高山不動尊 66.5 17:00 - 関門無し ― 19:20 - 3:30 3:30

⑧竹寺 76.6 18:40 - 関門無し ― 21:00 - 6:40 6:40

　　前坂 81.2 ― ― 8:30

⑨吾那神社 87.3 21:00 - 関門無し ― 23:10 - 10:10 10:10

⑩桂木観音 98.0 23:30 - 関門無し ― 1:40 - 13:40 13:40
⑪ﾆｭｰｻﾝﾋﾟｱ埼玉おごせ 106.3 1:00 - 5:00 5/20 5:00 3:00 - 16:00 16:00

South2

⑫桂木観音 113.3 2:30 - 6:30 6:35
⑬高山不動尊 121.8 4:20 - 8:30 8:35

⑭竹寺 131.9 6:20 - 10:55 10:55
⑮吾那神社 143.0 8:50 - 13:35 13:35

⑯桂木観音 153.7 11:00 - 16:20 16:20

ﾆｭｰｻﾝﾋﾟｱ埼玉おごせ 162.0 12:00 - 18:00 18:00

エイドでのドリンク・軽食は設営時間内に提供します。(A)(B)100mile 16 ヶ所（関門 7ヶ所）　(C)(D)100km 10 ヶ所（関門 11 ヶ所＋１）

―

5月 18日 (金 ) 5月 19日 (土 ) 5月 20日 (日 )

種　目 前日受付＊ 当日受付＊ 開会式 スタート ゴール 制限時間
(A)100mile個人 6:00 - 6:40 6:45 7:00 18:00 35時間
(B)100mile駅伝

18:00- 20:00

6:30 - 8:30 8:45 9:00 18:00 33時間
(C)100km個人
(D)100km駅伝 6:30 - 8:30 8:45 9:00 16:00 31時間

※ペーサー 13:00 - 21:00
- - 選手と一緒

に行動 -選手到着の 2時間前まで

＊受付、開催会場：ニューサンピア埼玉おごせ　埼玉県入間郡越生町古池 700
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　　　　　　    ※100mile 選手の①～⑩の通行時間は 100 ㎞の関門に準じます。
　　　　　　    ※100 ㎞の選手は⑧～⑨の間の” 前坂” を 8:30 までに通過できない場合はリタイア扱いとなり吾野駅におりていただきます。
　　　　　　    ※ 関門時間を過ぎた選手、あるいは関門時間後 10 分以内にリスタートしない場合はリタイア扱いとなります。
●　参加条件：(A) ～ (D) ペーサー共通：
　　　　　　　 ①18 歳以上の健康な男女②地図を見て走行できること③一般の登山客に迷惑をかけずに走行できること
 　　　　　　　④ゴミ捨て厳禁を守れること⑤一般道では交通ルールを守れること⑥自力でゴールまで戻れること
　　　　　　　 ⑦厳しいコースです。充分なトレーニングを積んでいること
●　ペーサー：South コース区間に選手の伴走することが出来ます。(A) ペーサーは South②、又は South ①,②可
　　　　　　　ペーサーは直接的な走行補助行為（手を引く、体を押す、けん引など）以外のサポートは可能ですが、
　　　　　　　必ず一緒に行動しゴールしてください。選手がリタイアした場合はその時点で終了となります。
●　参  加  賞：トレイルランニンググッズ、当日入浴券（参加賞：選手、ペーサー共にあり）
●　表  　  彰：総合男女各 1位（100mile,100kmとも）　　　　　　
　　　　　　    各種目 1位～ 3位 ( 総合優勝者は含まれず、表彰状・副賞は当日中にお受け取りください )
●　抽  選  会：完走者には協賛各社からの景品が当たる抽選会を行います。
●　完  走  証：当日発行（当日中にお受け取りください。ペ－サーには発行されません）
●　完  走  賞：個人の時間内完走者には「フィニッシャー Tシャツ」を贈呈いたします。（後日発送）
　　　　　　   （Ｔシャツサイズ未登録の方は当日” 受付票・誓約書” に一緒に記入して提出ください）
●　ITRA ( 国際ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞ協会 ) ポイント：
　　　　　　   レース終了後 ITRA に認定申請します。(A)100mile：ポイント６　(B)100km：ポイント５
　　　　　　   ※申請にはレースのGPS データ (10ｍ毎 ) を必要とします、完走者の方は事務局あてにご提供お願いします。
●　記  録  集：希望者は有料（200 円）にて後日送付します。記録はホームページにも掲載します。
●　アクセス：JR 八高線・東武越生線 越生駅⇄ニューサンピア埼玉おごせ　無料送迎バスあり　約 10 分　
　　　　　　　5/19　6:00 ～ 9:00（ピストン運行します）
　　　　　　　5/20　8:00 ～ 20:00（運行間隔は 30 分～ 1時間毎を予定しています )
　　　　　　　自動車：関越道・圏央道鶴ヶ島 IC から２０分　
　　　　　　　駐車場：事前申込の方に駐車券をお送りします。指定された駐車場に直接行ってください。
●　荷物置き場：ニューサンピア埼玉おごせ体育館内（貴重品除く )、狭いのでスペースを譲り合ってご利用ください。
　　　　　　　体育館内ではブルーシート以外は土足厳禁です。
●　ドロップバッグ、着替え：荷物の出入れ、レース中の着替えは体育館内で出来ます。
●　必  携  品：ライト 2個以上、予備電池、大会コース地図、水 1リットル以上、食料、マイカップ、
　　　　　　　サバイバルブランケット (130cm以上×200cm以上 )、ホイッスル、テーピング用テープ (80cm以上 X3cm以上 )、
　　　　　　　携帯トイレ、レインジャケット ( ゴアテックスあるいは同等の防水加工のあるもの )、小銭 ( リタイヤ時交通費等 )
　　　　　　　ファーストエイドキット ( 絆創膏、消毒薬など )、保険証 ( コピー不可 )、大会中通信可能な携帯電話
　　　　　　　　※レース前に各自で装備品チェックをお願いします。大会側では行いませんが安全上必ずお持ちください。
　　　　　　　　※マイカップ持参での参加をお願いいたします。紙コップの用意はありません。エイドでは原則マイカップにて、　　　　　　
　　　　　　　　　給水・給食いたします。カップをご用意ください。
　　　　　　　　※本大会ではストック・杖等の使用は禁止致します。　
●　その他推奨品：帽子・手袋・長そで・長ズボン（タイツ）、ポイズンリムーバー（蜂・ブユ刺され処置用）、
　　　　　　　寝袋・マット ( レース後体育館での休憩時に使用します )
　　　　　　　　※虫刺され、ダニ、ケガ等の予防に肌の露出はできるだけお避け下さい。
　　　　　　　　※本大会は雨対策は勿論、低山とはいえ平地よりかなり低温となります。急な冷えに対する準備をして下さい。
　　　　　　　　※山の中は滑りやすく転倒、捻挫の危険性があります。靴底の溝がしっかりとしたシューズで臨んで下さい。
●　リタイヤ：
　　　　　　　(1) リタイヤする場合、エイドスタッフ又は本部に連絡し（携帯電話が通じる所は限られています）、
　　　　　　　　各自でゴール地点にお戻りください。大会本部：090-1468-3311 ／ 080-3511-3594　 太田：090-9362-3594
　　　　　　　　5/20　8:00~20:00 越生駅～ニューサンピア埼玉おごせ間は無料送迎バスを運行します。
　　　　　　　（運行間隔は 30 分～ 1時間を予定しています )
　　　　　　　(2) 回収車の用意はありません。
　　　　　　　（3）選手の安全上、又運営上により、スイーパー、マーシャル、スタッフ等の判断でレースを中断、中止させる
　　　　　　　　ことがあります。指示に従ってください。
　　　　　　　(4) 必ず、リストバンドをスタッフ（本部計測カウンター）にお戻しください。（紛失費用は 1,000 円）
　　　　　　　(5) 体育館に預けた荷物は必ず 5月 20 日中にお引取り下さい。
　　　　　　　(6) エイド以外でのリタイアは更に道迷いの恐れがあります。十分に注意して行動して下さい。
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　　　　　　　リタイア時のエスケープ経路（参考）
　　　　　　　　◆くぬぎ村体験交流館　下の日向根より路線バス→せせらぎバスセンター経由で越生へ
　　　　　　　　◆慈光寺　慈光寺もしくは下の宿交差点そば慈光寺入口から路線バス→せせらぎバスセンター経由で越生へ
　　　　　　　　◆堂平キャンプ場　下の白石車庫から路線バス→小川町駅へ
　　　　　　　　◆飯盛峠　特になし
　　　　　　　　◆高山不動尊　西吾野駅
　　　　　　　　◆竹寺　小殿バス停、中沢バス停（小殿バス停：本数は多いが山超えです）→東飯能駅
　　　　　　　　◆周助山　中学校バス停→東飯能駅
　　　　　　　　◆種木（くさき）　種木橋バス停（本数少ない）→東飯能駅
　　　　　　　　◆一本杉峠　路線バス（越生 -黒山線）黒山バス停→梅林入口
　　　　　　　　※バス本数が少ないところもあります。時間は各自で調べてください。
　　　　　　　　http://www.asahibus.jp/html/station/st_ogose.html（朝日自動車グループ）
　　　　　　　　http://5931bus.com/（国際興業バス）　　　　http://www.new-wing.co.jp/　( イーグルバス )
●　ゴール後入浴：参加賞の入浴券で下記施設いずれか 1回利用できます。
　　　　　　　・ニューサンピア埼玉おごせ（利用時間：19 日 23：30 まで、20 日 6：00 ～ 21：30）
　　　　　　　・ゆうパークおごせ（利用時間：19 日～ 20：30、20 日 10：00 ～ 20：30）
●　宿泊施設：宿泊申込みは各自で施設あてにご連絡願います。下記優待料金が適用されます。
　　　　　　　(1) ニューサンピア埼玉おごせ（駐車場あり）
　　　　　　　　　〒350-0501 埼玉県入間郡越生町古池 700（電話 049-292-6111）　http://www.sunpiasaitama.com/
　　　　　　　　　・男女別相部屋 1泊素泊まり 3,000 円 (6 畳部屋 3名基準 , 1 ～ 2 名利用は別料金 )
　　　　　　　　　・朝食 (1100 円 ) あり。宿泊予約時に一緒に予約してください。
　　　　　　　　　・敷地内でのテント泊、車中泊は厳禁です。
　　　　　　　(2) ゆうパークおごせ（駐車場あり）　　　　　　
　　　　　　　　〒350-0415 埼玉県入間郡越生町上野３０８３－１（電話 049-292-7889）　http://youpark.jp/
　　　　　　　　　・仮眠室、3,300 円 ( 税込み）他にパオ・ログハウス、テントサイトがあります（グループ参加の方におすすめ）
　　　　　　　　　・スタート地点までの送迎バスあり：施設有料利用者のみ利用可、フロントで乗車券を受け取ること
　　　　　　　　　・敷地内でのテント泊、車中泊は可能（有料）です。
　　　　　　　(3) そば処　よしひろ ( 駐車場あり )　
　　　　　　　　〒350-0416　埼玉県入間郡越生町越生 737 ( 電話 049-292-3131)
　　　　　　　　　・越生駅から徒歩 5分
　　　　　　　　　・男女別相部屋、1泊朝食付（おにぎり）　3,500 円 
　　　　　　　　　・スタート地点には越生駅からの大会送迎バスを利用してください。

注 意 事 項

1. ナンバーカード：2枚（大会受付時配付）
　　　　　　　　協賛社からのご協力によりリーズナブルな大会参加費となっています。協賛社名が見えるように折りたたまず胸面・背面に着用
　　　　　　　　をお願いします。
2. 計　　　測 ：受付時にチップが内包されたリストバンドをお渡しします。各エイドに設置している計測器にタッチして通過記録を
　　　　　　　　取ります。忘れずにタッチしてください。レース中落とさないように気をつけてください。（紛失費用は 1,000 円）
3. コース誘導：本レースのコース上には誘導員はいません。コースアウトしないように案内板、テープ等の指示に従い慎重に走行
　　　　　　　　してください。配付した地図を事前に精読してください。レース中もコース地図･GPS 機器・コンパス等で現在地を
　　　　　　　　確認しながら走行してください。道迷いした場合、表示のあるところまで戻ってレースに復帰してください。
4. 大会中のマナー：
　　　　　　　　(1) 一般道路では交通ルールを守りましょう。(2) 一般登山客が優先です。迷惑がかからないように走行しましょう。
　　　　　　　　出会ったときは忘れずに挨拶をし、ハイカーを追い越すときには早めに声をかけて直前で十分に減速してください。
　　　　　　　　(3) 山道から一般道に出る時は車に十分に注意しましょう。(4) ゴミのポイ捨ては厳禁です。必ず持ち帰りましょう。
　　　　　　　　(5) 糞尿はトイレで　環境へ配慮しトイレはできるだけ所定の場所で済ませてください。携帯トイレなども活用しましょう。
　　　　　　　　(6) 応援する際の場所や駐車にも留意お願いいたします。(7) 山道はハイカー用に整備されています。木の階段などは
　　　　　　　　傷みやすいので壊さないよう気を付けてください。(8) 裸地化防止や植物の保護のためトレイルを外さない。
　　　　　　　　また、危険でない限り木段（丸太などで作られた木の階段）の脇の部分は通らないよう にしましょう。脇道から土砂が流出し
　　　　　　　　木段が崩壊します。(8) 動植物を大切に   埼玉の里山にも絶滅危惧植物が多数あります。これらを保護するためにもトレイルを
　　　　　　　　外して走らないようにしてください。(9) 本大会は里山をコースとしています。民家の近くを通りますので、居住者へ配慮し、
　　　　　　　　早朝や夜間に大声で話したり、又熊鈴の利用はご遠慮ください。(10) マナーを守ってトレイルラン大会の継続開催にご協力を
　　　　　　　　お願いします。守れない人は次回からの大会参加をお断りする事もあります。(11) 会場のニューサンピア埼玉おごせは一般のホテル
　　　　　　　　です。他のお客様の迷惑にならないようご配慮ください。
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5. トイレについて：
　　　　　　　　各エイドにはトイレを設置しています。その他下記、公衆トイレをご利用ください。

6. 一次救命措置：
　　　　　　　　傷病者を見つけたら、(1) 周囲の状況を把握し、二次災害の危険性がない事を判断。(2) 傷病者の観察～意識が無い場合は協力者
　　　　　　　　を求め、近くのスタッフまたは大会本部にすぐに連絡をして、発見場所、傷病者の性別、ゼッケン番号、状況などを説明。
　　　　　　　　(3) 大会スタッフと AEDの手配を依頼、電話にて救急搬送の指示があれば 119 番通報と通信司令員に指示を仰ぐ。(4) 普段どおり
　　　　　　　　の〈呼吸〉が無い場合、迷ったらすぐに心肺蘇生を開始（胸骨圧迫）強く（５cm以上を意識 6cm未満）、早く（100 ～ 120 回
　　　　　　　　／分）、戻して（圧を解除する）、絶え間なく（１０秒以上中断しない）～人工呼吸が出来るなら圧迫：人工呼吸＝30：2～気道
　　　　　　　　確保～人工呼吸（軽く胸が上がる程度）2回を AEDが到着するまで続行。ただし、口より嘔吐や出血等があり、２次感染の恐れ
　　　　　　　　がある場合は、無理に人工呼吸はせずに、胸骨圧迫を絶え間なく続行する。(5) AED 到着～ AEDの音声メッセージの指示に従い
　　　　　　　　装着～心電図解析～電気ショック～胸骨圧迫 30 回～気道確保～人工呼吸２回を必要ならば続行。(6) 救急隊が到着したら引き継
　　　　　　　　ぐ。
8. マラソン保険：
　　　　　　　　本大会では、参加者が参加中に被ったケガや特定疾病に対して主催者が補償規程に基づき費用を負担した場合に保険金をお支払
　　　　　　　　するマラソン保険（エース損害保険㈱Ａ方式・マラソン）に加入しています。( 死亡・後遺障害 200 万円、入院日額 3,000 円、
　　　　　　　　通院日額 2,000 円）マラソン保険の詳しい内容は、「マラソン保険 通 Chubb」で検索してください。
9. 緊急時連絡先：大会本部：090-1468-3311 ／ 080-3511-3594　 太田　實：090-9362-3594
10. その他：本項にない事項が発生した場合は、主催者の判断によって決定し、処理するものとします。

North:
12.8kmくぬぎむら体験交流館 /16.2km西平運動場 /18.9km慈光寺 /25.1km栗山公衆トイレ /28.7km堂平キャンプ場 /
35.8km刈場坂峠 /39.1km飯盛峠（仮設）/49.3km最勝寺 /51.0kmニューサンピア埼玉おごせ
South1:
54.7km五大尊 /58.0km桂木観音 /66.5km高山不動尊 /73.4km子の権現 /76.6km竹寺 /86.8 km 東吾野駅 /87.3km吾那神社 /
89.4 ㎞ユガテ /98.0km桂木観音 /104.7 ㎞最勝寺 /106.3kmニューサンピア埼玉おごせ
South2:
110.0km五大尊 /113.3km桂木観音 /121.8km高山不動尊 /128.7km子の権現 /131.9km竹寺 /142.3 km 東吾野駅 /
143.0km吾那神社 /145.1 ㎞ユガテ /153.7km桂木観音 /160.4 最勝寺 /162.0kmニューサンピア埼玉おごせ

メッセージ

NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド *からのご挨拶

　” 100mile ＆ 100 ㎞ in 彩の国” に多くのウルトラトレイルランナーの方にエントリーいただき有難うございました。
今年はコースの一部を見直し、車道部分を減らし里山の林間部分をより多く走る設定にしました。距離はあまり変わりませんがオフロードが増
えて制限時間に変更ない為難易度が上がっています。累積高低差も今回精査、見直し昨年の数字よりもアップしています。コースマネージメン
トを時間内完走目標にして彩の国を攻略してください。

４月に入りコース上の矢印、表示物が外されコースロストの恐れが発生しています。山道はトレイルランナーだけの専用ではありません、多く
のハイカーや登山者が利用しています。新しいトレイルランはマナーが確立されておらず、まだまだ認知されていないと思います。皆様ハイカー
登山者により多くの配慮をお願いします。地元に感謝してこの里山の自然を楽しんでください。

皆様がスタートラインに万全の体制で参加されることを願い、我々スタッフ一同完走を支えていきたいと張り切ってお待ちしています。

当法人主催の大会参加者の皆さまから、run by 10 による〈被災地支援金〉をお預かりしています。引き続き、被災地を支援する団体に活動資
金として寄贈してまいります。

＊トレニック（trainic）とは ハイキングコース・山道（trail）を楽しく駆けまわる (picnic) ことを意味する造語です。

大会事務局：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド
　　　　　　〒350-0806　埼玉県川越市天沼新田 189-10　ソレイユ 1-101 号室
　　　　　　代表　太田　實　　事務局：090-1468-3311    
　　　　　　ＨＰ：http://trainic-world.org/
　　　　　　facebook：https://www.facebook.com/trainicworld/
　　　　　　メールアドレス：info@trainic-world.org
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