
「大山街道、足柄古道をへて駿河の国へ」

第 2 回 矢倉沢往還

Full 160km
Night 100km

協力

主催

日比谷公園（東京都千代田区日比谷公園）
大和市下鶴間ふるさと館（神奈川県大和市下鶴間2359番地5）
丸山城址公園（神奈川県伊勢原市下糟屋2168-2）
富士見塚（神奈川県足柄上郡大井町篠窪）
足柄峠（静岡県駿東郡小山町）
グラウンドルーフ（静岡県御殿場市萩原635-1）
港口公園（静岡県沼津市千本1905-27）
天然温泉ざぶ～ん（静岡県沼津市原町中2-14-8）
富岳の園（静岡県御殿場市神山1925-1148）

協賛

開催日 2023年4月15日（土）～16日（日） 雨天決行荒天検討
種目 ウルトラマラソン160km / 100km 

受付/スタート 160km 日比谷公園 4月15日 7:00～7:45　スタート8:00
100km 丸山城址公園 4月15日 18:00～18:45　スタート19:00

アクセス 日比谷公園：　   JR有楽町駅 徒歩10分、東京メトロ日比谷駅 徒歩5分
丸山城址公園：   小田急線伊勢原駅から1.7km 徒歩23分
                               バス案内：伊勢原駅北口2番のりば 毎時30分発 愛甲石田駅行(伊74)
                                                  →約11分「粟窪入口」下車 徒歩2分

ゴール 天然温泉ざぶ～ん (ゴール関門16日17:30　制限時間160km33時間30分、100km22時間30分）
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注 1：途中のコース誘導はありません。
注２： エイドではドリンクを中心に提供いたします。マイカップを必ず携帯してください。
※富士見塚エイドでドロップバッグが利用できます。（フル 160km参加者のみ）



ドロップバッグのサイズ

受付配布品 ゼッケン、IBUKI端末、参加賞（地元のお菓子、入浴券、他）、荷札、ドロップバック袋(160kmのみ)

記録/表彰 速報はIBUKIサイトで確認できます。記録集は後日HPに掲載します。表彰はありません。

完走証 当日発行（当日中にお受け取りください。）

ゴール 天然温泉ざぶ～ん (ゴール関門16日17:30　制限時間160km33時間30分、100km22時間30分）
ゴール後、参加賞の入浴券で入浴できます。天然温泉ざぶ～んの営業時間は朝9:00からですので
早めにゴールされた方は近隣の入浴施設をご利用いただきます。

推奨装備品 雨具、防寒具、帽子、手袋、蛭退治用ライター等

必携品 IBUKI端末、マイカップ、マスク、ヘッドライト、反射板、背面点滅灯、小銭、携帯食、
飲料、コースマップ、携帯電話、予備電池（ライト、携帯電話用）、健康保険証

※マイカップは、必ず持参してください。マイカップとしてのペットボトルの使用は禁止します。
※ライトはヘッドライトを必須とします。ハンドライトのみでは参加できません。
※ストックの使用は禁止とします。

計測 計測は、「IBUKI GPS・計測システム」で行います。受付時にIBUKI端末をお渡しします。
位置確認、コースアウト、エイド通過確認等に利用するので大会中は端末を携帯してください。
紛失や未返却の場合には端末費21,780円が発生しますので注意してください。

荷物預かり スタート地点でゴール行き荷物とドロップバッグをお預かりします。
・荷札を付けて預けてください。
・ドロップバッグ10L袋（サイズは右写真参考）を受付で渡します。
・ドロップバック荷物は袋に収まるようにしてください。
・ドロップバッグは、富士見塚エイドでのみ受け取り預け入れ可能です。
・貴重品は預けないでください。

注意事項

チェックポイント 必ず指定チェックポイントの写真を撮影して進んでください。
160km 6CP 1.世田谷代官屋敷門　2.大山小径　3.皆川園上　4.下宿常夜灯　5.厚木の渡し　6.大山阿夫利神社下社
100km 1CP 1.大山阿夫利神社下社 

感染症対策
・受付時に検温します。37.5°C 以上熱がある方、体調不良の方は
参加できません。
・各施設では消毒液を用意します。こまめに手洗い消毒をしてく
ださい。
・参加者は、会場またはエイド施設では、マスクまたは口を覆える
ものを着用してください。
・走行時のマスク着用は必須ではありませんが、人が多い場所で
は配慮してください。
・密な状況を作らないように配慮し、大声での会話は控えてくだ
さい。

コース誘導
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地図･
GPS機器などで現在地を確認しながら走行してください。
コースアウトした場合はコースを外れた地点まで戻ってリスター
トしてください。

夜間ライト点灯
本大会は夜間走行が避けられません。暗くなる前に前面照射ラ
イト、背面点滅灯を必ず点灯して着用してください。
大山、足柄峠は、未舗装路を夜間通過します。特に足柄峠は狭い
路側帯を走行する区間があります。反射板や背面点滅灯をしっか
りと装着、点灯してください。

スタッフ不在エイド
エイドに早く到達した場合はスタッフ不在の場合がありますが、
通過いただいて構いません。

リタイヤ
リタイアする場合、スタッフ又は大会本部（090-5122-2019）に連
絡してください。
リタイアされた方の収容車は用意していません。自力でゴール地
点へ移動してください。
リタイヤ時交通手段
・スタート～鶴間エイド…東急田園都市線
・鶴間エイド～開成（97km付近）…小田急小田原線
・足柄神社（100km付近）…大雄山線（小田原方面）
・足柄峠エイド～ゴール…御殿場線（沼津方面）

コンビニエンスストアでのトイレ利用
トイレ借用の際は店員に「お借りします」と声を掛け、何か購入し
て退店してください。
コンビニエンスストアでは夜間トイレ使用できないところが多い
ため、公衆トイレをご利用ください。

1第2回 矢倉沢往還 小江戸大江戸トレニックワールド



注意事項つづき
失格行為
・コースのショートカット
・自力（走る、歩く）以外の電車、車、自転車などでの移動
・チェックポイント写真が確認できない
・信号無視など交通ルールを守らない
・選手以外の者が選手の進行サポート（押す、牽引、荷物の代行）
または、並走、帯同
・17時～6時の間にライトが点灯していない
・代走、不正出走
・必携品を持っていない

交通ルールを守る
①  信号無視をしない。点滅信号では横断しない。
②  狭い場所では広がらないように進む。
③  交差点は前後左右を十分に確認する。
これらは警察署からの安全指導項目です。違反者には厳しく対処
します。

怪我や事故
大会中、傷病者を発見した場合、近くのスタッフや本部に連絡し
てください。救護は、競技よりも優先してください。重篤な場合、迷
わず救急車を呼んでください。
大会参加中に被ったケガや特定疾病に対して保険金をお支払い
するマラソン保険（エース損害保険（株）プランI　死亡・後遺障害
500万円、入院日額3,000円、通院日額2,000円）に加入していま
す。事故、傷病などへの補償はこの保険の範囲内となります。治療
した場合は、後日、次の項目をメールにてご連絡ください。1.お名
前(フリガナ)、2.ゼッケン、3.郵便番号、4.住所、5.電話番号、6.事故
日、7.事故場所、8.事故状況

緊急時連絡先
大会本部　090-5122-2019

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
し処理します。

主催者、問い合わせ先
主催者 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189-10-1-101
実行委員長 太田 實

実行委員 菅原 強　古山 孝子　星野 秀樹　田村 将夫

大会日連絡先 TEL  090-5122-2019　090-1468-3311
Mail  info@trainic-world.org

Webサイト https://trainic-world.org/

＊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。
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フル160km フル 160km
ゼッケン 氏名 都道府県 所属 ゼッケン 氏名 都道府県 所属

会田 雪子 東京都 長谷川 康一 神奈川県 ジョギング同好会相模原
青木 秀子 静岡県 あおひで危機一発 長谷川 崇之 東京都 バンバン倶楽部
赤羽 伴内 埼玉県 チームまみむ 浜中 敬子 千葉県
秋澤 孝幸 神奈川県 橘北走ろう会 林 達雄 神奈川県 パワーアップ光の国
阿部 史生 神奈川県 沼津トライアスロンクラブ 番場 雄樹 埼玉県
安藤 正彦 神奈川県 藤本 奈月 東京都
五十嵐 丈人 愛知県 星野 克茂 東京都
池谷 義昭 東京都 タマウラヤマ族 堀池 計年 埼玉県
石井 清祥 東京都 ALL★OUT 本田 大助 埼玉県
石崎 清和 神奈川県 エビラン 丸山 翔太郎 神奈川県 ノボマル
伊田 士郎 千葉県 丸山 浩之 東京都
一柳 美ゆき 愛知県 ランニコ部 水間 洋則 神奈川県 NPO法人HASHIRU
稲垣 吉正 東京都 ソニック 向山 暁彦 埼玉県
今井 守 神奈川県 森河 久恵 埼玉県
浮須 健司 千葉県 山口 順也 神奈川県
宇佐美 展子 三重県 山口 裕之 東京都
宇田川 和之 東京都 山本 郁夫 神奈川県
榎本 貴仁 大阪府 チーム・エモやん 山本 信也 東京都
大平 信裕 東京都 好走楽部鉄道研究会地方鉄道維持活性推進係 若林 隆史 千葉県 ランジョグ
岡田 明子 群馬県 若森 友見 神奈川県
小川 幹夫 東京都 渡部 弘之 神奈川県 東京ハセツネクラブ
金久保 輝彦 神奈川県 アサガンズ
小出 裕 神奈川県
小塚 哲也 埼玉県 鴻巣たのしく走る会 ナイト100km
小沼 裕美 茨城県 日立土浦 ゼッケン 氏名 都道府県 所属
小林 登子 神奈川県 阿部 壮夫 東京都
小室 一人 神奈川県 かどわき 伊東 香 神奈川県
斎藤 晃 神奈川県 チームふなち 浦口 みちよ 静岡県 京橋会
酒井 星 神奈川県 ランニコ部 遠藤 伸通 静岡県
佐川 光宏 栃木県 小澤 晶 埼玉県 さいたま走友会
佐々木 英明 神奈川県 みつまたロッジ 栗本 慶一 神奈川県
指江 大介 茨城県 佐藤 和人 神奈川県
佐藤 勇 千葉県 佐野 和弘 神奈川県
佐藤 健 東京都 VFマラソン倶楽部 須坂 俊明 神奈川県
佐藤 公彦 千葉県 稲毛インター 鈴木 拓実 東京都
篠山 和子 東京都 諏訪原 恵子 東京都
篠山 慎二 東京都 関野 修二 神奈川県 ももたん
下山 知宏 東京都 田口 亮 静岡県
庄司 広之 愛知県 巽 美紀 東京都
白土 貴啓 神奈川県 田中 伸茂 東京都 上水眼科
杉原 美穂 神奈川県 中村 秀一 東京都
鈴木 敬二 神奈川県 相模原走ろう会 縄倉 正人 東京都 マツモト練
鈴木 雄大 埼玉県 西川 貴司 東京都
芹沢 完二 埼玉県 武蔵ウルトラマラソンクラブ 西澤 泉 神奈川県 横浜緑走友会
高橋 哲 神奈川県 藤岡 克哉 神奈川県
田中 くにこ 埼玉県 裸足ラン駅伝部 益邑 斉 静岡県
田中 健吾 京都府 松本 一輝 神奈川県
田中 健太郎 東京都 丸山 和良 栃木県
田中 立夫 神奈川県 水上 美咲 神奈川県
外岡 昇子 東京都 満田 眞里子 神奈川県
外崎 則夫 埼玉県 ゼロベースRC 向 英樹 兵庫県
中島 健治 神奈川県 つけめんイブキ 村岡 大輔 神奈川県
萩原 知徳 静岡県 スマイリー 山岡 利恵子 千葉県
長谷川 章 東京都 青木 仁一 東京都
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第2回矢倉沢往還 参加者名簿




