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2016 OSJ トレイルランニングレースシリーズ 第 6-7 戦 

ＯＳＪ安達太良山トレイル 10K・50K  Presented by 

   ［大会ご参加のご案内］ 
 

シリーズ第 6-7 戦「ＯＳＪ安達太良山トレイル 10K・50K」にお申し込みをいただきありがとうございます。 

大会開催までまもなくとなりましたが、レースに向けての調整は万全でしょうか。 

大会の参加案内をお送りいたします。レースと共に安達太良の大自然を思う存分満喫して下さい。 

 

■封筒表面に記載されている数字があなたのゼッケン Noになります。 

■【重要】封筒は受付で必要となりますので、必ず持参してください。 

■アンケートのお願い（①か②のどちらかにて必ずご記入ください。）         

  ①同封のアンケート用紙にご記入後受付にてご提出ください。 

  ②右の QR コードより入力フォームにて入力し、受付に登録済みとお伝えください。  【アンケート用 QR コード】 

 

■大会スケジュール 

日 程 時 間 実施内容 実施場所 

9/10 

（土） 

７：３０～８：３０ 大会シャトルバス運行[岳温泉～スタート地点] 乗車場所：岳温泉観光協会前 

７：３０～９：３０ ◇１０Ｋ 選手受付 アンケートをご用意下さい 

あだたら高原スキー場 

８：３０～９：３０ ◇１０Ｋ 荷物預かり 

９：４５ ◇１０Ｋ 開会式・競技説明 

１０：００ ◇１０Ｋ スタート 

１４：００ ◇１０Ｋ 最終フィニッシュ 

１５：００ ◇１０Ｋ 表彰式 あだたら体育館 

１４：００～１７：３０ ◆５０Ｋ 選手受付 アンケートをご用意下さい 
あだたら体育館 

１７：００～１８：００ ◆１０Ｋ完走パーティー・５０Ｋ競技説明会 

9/11 

（日） 

４：１５～５：２０ 大会シャトルバス運行[岳温泉～スタート地点] 乗車場所：岳温泉観光協会前 

４：３０～５：３０ ◆５０Ｋ 荷物預かり 

あだたら高原スキー場 ５：４５ ◆５０Ｋ 開会式  

６：００ ◆５０Ｋ スタート 

１０：００ エキデン１区制限時間 銚子ヶ滝 約 10ｋｍ 

１３：３０ 
◆ ５０Ｋ第１関門・エキデン２区制限時間 

（スタート後７時間３０分） 
横向登山口 約 22ｋｍ 

１６：００～ ＊ライト点灯確認をします 

塩沢温泉スキー場 約 33ｋｍ １６：３０ 

 

◆５０Ｋ第２関門・エキデン３区制限時間 

（スタート後１０時間３０分） 

１９：００ 
◆５０Ｋ・エキデン４区 最終フィニッシュ制限時間（スタート

後１３時間） あだたら高原スキー場 

１６：００（予定） ◆５０Ｋ・エキデン 表彰式  
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■大会会場  福島県二本松市岳温泉  

■総距離   10ｋｍ・約 45ｋｍ 

■選手受付  受付場所：10Ｋ-あだたら高原スキー場、50Ｋ- あだたら体育館  

10Ｋの受付は当日のみ、50Ｋの受付は前日のみとなりますのでご注意ください。 

 ■荷物預かり レース中不要な荷物（貴重品・壊れ物以外）は当日スタート前にお預かりします。受付で配布する袋

にご用意下さい。貴重品は各自で管理してください。 

■駐車場について  

９月 10 日（土）： あだたら高原スキー場選手専用駐車場、またはあだたら体育館に駐車をお願い致します。 

９月 11 日（日） ：あだたら高原スキー場選手専用駐車場に駐車をお願い致します。 

[注意事項] 

・あだたら体育館およびあだたら高原スキー場の駐車場には大会前日から当日にかけての夜間留め置きはできませんのでご

注意下さい。それぞれの施設のご迷惑になりますので、必ずお守りください。 

・あだたら高原スキー場選手専用駐車場からスタート地点までは徒歩５分ほどかかりますので時間には余裕を持ってスタート

地点にお越し下さい。※スキー場最寄りの一般の登山者用駐車場は使用禁止です。 

■競技説明・パーティー  お飲み物とおつまみをご用意しています。選手は無料です。選手以外の方は１,５００円でご参

加いただけます。大会受付にてお申込み下さい。 

■大会シャトルバスについて   

＊スタート前の乗車を予定している方は以下利用フォームに登録をお願い致します。 → 

【大会シャトルバス利用フォーム】 https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTmHSeIRnMi    【利用フォーム用バーコード】 

大会当日岳温泉からあだたら高原スキー場（スタート・ゴール地点）までのシャトルバスを運行します。 

9/10（土）［10Ｋ・スタート前］ 乗車場所：岳温泉観光協会前 

第１便 岳温泉発 7：30 → あだたら高原スキー場着 7：45 

第２便 岳温泉発 8：30 → あだたら高原スキー場着 8：45 

9/11（日）［50Ｋ・スタート前］ 乗車場所：岳温泉観光協会前 

第１便 岳温泉発 4:15 → あだたら高原スキー場着 4：30 

第２便 岳温泉発 4：50 → あだたら高原スキー場着 5：05 

第３便 岳温泉発 5：20 → あだたら高原スキー場着 5：35 

 

◆ゴール後のシャトルバスについては以下時間で運行します。（事前予約不要） 

9/10（土）［10Ｋ・ゴール後］ 乗車場所：あだたら高原スキー場（ゴール地点） 

第１便 あだたら高原スキー場発 12：00 → 岳温泉着 12：15 

第２便 あだたら高原スキー場発 13：30 → 岳温泉着 13：45 

9/11（日）［50Ｋ・ゴール後］ 乗車場所：岳温泉観光協会前、あだたら高原スキー場（ゴール地点） 

第１便 岳温泉発 13:00 → あだたら高原スキー場着 13:20、 あだたら高原スキー場発 13:30 → 岳温泉着 13:50 

第２便 岳温泉発 14:00 → あだたら高原スキー場着 14:20、 あだたら高原スキー場発 14:30 → 岳温泉着 14:50 

第３便 岳温泉発 15:00 → あだたら高原スキー場着 15:20、 あだたら高原スキー場発 15:30 → 岳温泉着 15:50 

第４便 岳温泉発 16:00 → あだたら高原スキー場着 16:20、 あだたら高原スキー場発 16:30 → 岳温泉着 16:50 

第５便 岳温泉発 17:00 → あだたら高原スキー場着 17:20、 あだたら高原スキー場発 17:30 → 岳温泉着 17:50 

第６便 岳温泉発 18:00 → あだたら高原スキー場着 18:20、 あだたら高原スキー場発 18:30 → 岳温泉着 18:50 

第７便 岳温泉発 19:00 → あだたら高原スキー場着 19:20、 あだたら高原スキー場発 19:30 → 岳温泉着 19:50 

 

https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=ylTmHSeIRnMi
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■大会当日の朝食について  岳温泉に宿泊される方は事前に大会当日の朝食について宿泊先に確認をお願いします。 

■保険について 主催者が加入する保険は下記の内容です。別途スポーツ傷害保険を希望される方は最寄り

の保険会社にお問合せ頂き、各自でご加入ください。 

     ＜主催者契約の保険金額＞死亡・後遺障害 500万円・入院日額 3,000円・通院日額 2,000円 

■その他 岳温泉には数々の温泉宿・日帰り入浴がございます。良質な温泉を満喫してください。 

■競技方法・および諸注意 

（１） 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）。 

（２）  ５０Ｋの部は途中２か所の関門に制限時間を設け、これを超えた選手はレースを中止しスタッフの指示に従い下山し

て下さい（関門は別紙スケジュールの通りです）。各関門からは車でフィニッシュ地点まで搬送いたします。 

（３）  50Ｋの部は各関門を制限時間以内に通過後、ゴールの制限はスタート後１３時間とします。10ｋｍの部はスタート後

４時間を制限時間とします。エキデンの部はそれぞれの区間ごとに制限時間を設け、前の走者が制限時間に間に合わ

なかった場合、次の走者は制限時間と同時に出発するものとします。 

（４）  50Ｋの部のエイドステーションは３か所を予定しています。エイドステーションには水のみご用意予定です。エイドに紙コッ

プ等の用意はございませんので、各自コップをご準備ください。 

（５）  レース参加者は、携帯用トイレ、１リットル以上の飲料（10kmの部 500ml以上）、コップ（給水用）、レインウェア、行動

食、ライト及び予備電池、ホイッスル、熊鈴、サバイバルブランケット、救急セット(絆創膏、ガーゼ、消毒薬など)、緊急

用に携帯電話を携帯してください。その他本人が必要とする装備品は制限いたしません。ストック・ポールの使用は全コ

ース禁止と致します。50K の部は第２関門にて１６：００以降ライトの装備を確認します。 

（６）  コースのポイントには矢印表示等を設置してあります。 

（７） 失格事項 

１． ゴミをレース中に捨てた選手 

２． 条件を偽って参加した選手 

３． 競技方法・および諸注意に背いたり、スタッフの指示に従わなかった選手 

４． 規定の時間を越えて関門に到着した選手および最終制限時間を越えた選手 

５． ゼッケン・計測用具を着用しなかった選手 

６． 必要装備を携帯しなかった選手 

７． 不正行為があった選手 

８．走行禁止区間で走行をした選手 

９．登山道ではハイカーを優先し、一般登山者を無理な追い越し・追い抜きをした選手 

※実行委員会が全ての事項を監視することは不可能なので、参加選手がマーシャルとなり、失格事項に値する

選手の申告制度を適用します 

（８） ゴミは各自で持ち帰って下さい。 

（９）５５歳以上の方は必ず健康診断を受けて下さい。 

（１０）当日は必ず健康保険証を持参して下さい。 

（１１）レース途中天候が悪化した場合、主催者側で中止することがあります。 

（１２）レース中の事故では、応急処置のみ行いますが、それ以外の責任を負いません。各自十分ご注意下さい。 

（１３）競技続行が不可能と判断された選手は、スタッフが競技を中止させる事があります。 

（１４）競技以外の荷物はスタッフの指示に従い所定の場所をご利用下さい。ただし、貴重品は各自管理して下さい。 

（１５）記録計測は計測タグを使用します。タグの紛失・未返却の際には実費をご請求致しますのでご注意下さい。 

（１６）エキデンの部は各地点への走者の配置・回収を各自行ってください。 

（１７）国立公園の特別保護地区/第 1 種特別地区においては走行禁止区間を設けておりますので歩行による通行

をしてください。走行禁止区間で走行をした場合は失格になります。 

 

■表彰対象   総合男女１位～５位 エイジ別男女１～３位（エイジ別は総合表彰者を除く） 

 

■記録証 大会終了後に発行します。おとり忘れにご注意ください。 

 

■リザルト  大会終了後に大会 WEBサイトへ UPいたします。 

 

■宿泊場所のお問い合わせ  岳温泉観光協会 ＴＥＬ０２４３－２４－２３１０ ウェブサイト www.dakeonsen.or.jp/ 

 

 

 

http://www.dakeonsen.or.jp/
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■事前情報について 

現地の大会本部から大会についての情報（緊急時のお知らせを含む）はパワースポーツの facebook ページ

にて更新することがありますのでご覧下さい。facebookの登録がなくてもどなたでも閲覧できるページです。 

https://www.facebook.com/outdoorsportsjapan 

※大会 WEBサイトにもリンクがあります。（ のボタンをクリック！） 

 

■お問い合せ 大会事務局：有限会社パワースポーツ  

大会期間中（9月 10日～11日）の緊急時連絡先：０８０－６５１６－１８２６ 

通常のお問い合わせ先： 〒２４８－００２２ 神奈川県鎌倉市常盤 628-3  

Email: info@powersports.co.jp  URL: www.powersports.co.jp 

 

■交通のご案内 

[車で] ・浦和 I.C から東北自動車道 二本松 I.C 経由（243Km/約 3時間）  
・仙台宮城 I.Cから東北自動車道 二本松 I.C経由（99Km/約 1 時間）  
・三郷 I.Cから常磐自動車道・磐越自動車道 郡山 JCT経由（263Km/約 3 時間 30分）  
・新潟から磐越自動車道 郡山 JCT 経由（197Km/約 3時間)  

[電車で]  JR 二本松駅まで  
・東京から東北新幹線 郡山駅乗換え（1時間 45分） ・仙台から東北新幹線、福島駅乗換え（55 分）  
・山形から山形新幹線 福島駅乗換え（1時間 50分）  
二本松駅から 10Km バスで 25 分  
タクシーで 15分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/outdoorsportsjapan
mailto:info@powersports.co.jp
http://www.powersports.co.jp/
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■レース開催にあたって（お願い） 

安達太良山は日本百名山およびうつくしま百名山に選定されており、自然豊かで多くの希少植物や生物が住

む場所であり景観も素晴らしいところです。そういった環境の中で行われるレースであることをご参加の皆さん、

応援者の皆さんには事前にご認識いただき、下記のことに留意いただきますようお願い申し上げます。  

コース上の安達太良山周辺は、磐梯朝日国立公園に指定されており、利用にあたっては優れた風景を保護

するとともに、登山者・大会参加者が快適に利用できるよう配慮しなければなりません。 

周辺の植生を踏み荒らしたり、野生生物の生息を脅かさないよう、登山道を外れないよう十分注意ください。

また登山道は一般登山者も利用しますので、一般登山者の通行を規制するような行為はしないよう配慮をお

願いします。野生動植物の保護の観点から参加者・応援者の皆様へは入山の際に靴底の洗浄を事前にお願

い致します。 

例年同様、全コースストックの使用を禁止とします。そして、コースマーシャルは全参加選手とさせていただき

ます。選手は登山道以外の場所への立入やごみの投げ捨て、草花の採取などを行った選手等を発見した場

合、スタッフにゼッケンを伝えてください。対象選手に対しペナルティタイムの加算、失格をレース終了後、通

達することになります。全国の模範になるトレイルレースの開催を目指しますので、レース主旨をご理解のうえ

ご参加いただけますようよろしくお願いいたします。 

＊追加（１７）国立公園の特別保護地区/第 1種特別地域おいては走行禁止区間を設けておりますので歩行による

通行をしてください。 

 

 

 

■あだたら高原スキー場 選手駐車場について 

必ず指定された以下選手用駐車場をご利用願います。 

※スキー場最寄りの一般の登山者用駐車場は使用禁止です。 
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シャトルバス乗車場所 

【岳温泉観光教会前】 

 

■各会場へのアクセス 

10Ｋ表彰式、50Ｋ受付・ 

競技説明会会場 

【あだたら体育館】 

 

シャトルバス乗車場所 

【岳温泉観光協会前】 

 

10Ｋ受付、全スタート・ゴール 

【あだたら高原スキー場】 

 


