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大会長挨拶

実行委員長挨拶

第４回鉢盛山登山マラソン　大会長　朝日村長　小林 弘幸

第４回鉢盛山登山マラソン　実行委員長　朝日村観光協会長　植村 茂生

東京堂ショールーム「クレア」
長野県東筑摩郡朝日村古見2552-1
電話：0263-99-2800

責任と信頼を形で残し、地域社会に貢献します。

本　　店　塩尻市大門駅西1059-3
　　　　　TEL：0263-53-5400　FAX：0263-53-5330
朝日支店　東筑摩郡朝日村大字西洗馬68-2
　　　　　TEL：0263-99-2017　FAX：0263-99-2213

大 会：名 第4回鉢盛山登山マラソン
主 催：朝日村観光協会
後 援：朝日村
協 賛：おもと急送、市民タイムス、清沢土建㈱、㈱東京堂、(株)大和屋、朝日村商工会、ＪＡ松本ハイランド農協、㈲オールライト、長野銀行、松本土建(株)、
(株)ファミリーマート、ホクエツ信越、オーチャード（おぶー）、トップラン、アーキディアック、とをしや薬局、光輪寺、古川寺、(株)テレビ松本ケーブル、浜坂歯科医院、
福井木工所、㈲清沢朝日産業、愛品物流㈱、㈱高原ベジフル、積和建設上信越(株)、タジマモーターコーポレーション朝日、松本信用金庫、かみいし商店、
せせらぎ山女魚園、ナガノ山友会、大嶋エージェンシー、㈲APサービス信州、合同会社しなの、㈲小林工務店、フリーフロート、三村木工、協同製本工業㈲、
ゲストハウスかぜのわ、マルヤス運送、ｵｰﾄﾎﾞﾃﾞｨｰﾌｧｸﾄﾘｰ上條、労働金庫塩尻支店、レスパイトケアはちもり、朝日そば ふじもり、清澤家具、塩尻地域シルバー人材センター
オー・エス・ピー、三浦石材、泉家具工房、真心亭、朝日果樹クラブ、おまかせまっちゃ、羽多野設備、ハチコクレープ、原製作所、鉄細工ゆめ舎、間登男之湯、(株)朝日自動車
ヤマサ總業(株)、朝日村観光協会、ダイドードリンコ、カンロ朝日工場、あさひ堂、HARIO(株)、鹿島南蓼科ゴルフコース、アイリスファーム、おぶー
事 務：局 株式会社未来図

差し替え
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１．開催概要

■開　　催　　日
■集　合　場　所

■当日緊急連絡先

2019年 8月 4日（日）
朝日村役場
〒390-1188　長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555番地1
電話：0263-99-2001（ナビ設定用・問合せ不可）
＊注意！ナビに旧役場が表示される場合があります。下の地図で確認してお越しください。
大会本部電話（上條）まで：090-8743-9971

２．

①参加案内（本紙）
②参加証（記入の上当日受付へご提出ください）
③ゼッケン（安全ピン付き）１枚　

※当日必ず前部（胸部、腹部・パンツも可）に折りたたまず付けてください。
④観光パンフレット

差し替え

〒390-1104 長野県東筑摩郡朝日村古見1286
TEL：0263-87-1935　FAX：0263-99-3584

Mail：asahi-k@go.tvm.ne.jp　HP：https://asahi-taiken.com
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６．競技説明

＊給水所には紙コップの用意があります。

＊1 コンディションが厳しい場合はスタッフに声がけしてください。

＊1

＊1

※各コース関門時刻が設定されています。「関門」の項目をご確認ください。

■ス  タ  ー  ト

■距  離  表 示

■折返し確認

■計測・完走証

・スタートから約500ｍの区間はスタート時のみ交通規制をしています。信号でも止まらずに走ることができます。
・その先は交通規制をしていません。一時停止や安全確認等交通ルールを守って走ってください。
・走行時は舗装路、林道、登山道すべて左側通行でお願いします。

・給水所に距離表示をします。

・スカイコースは折返し地点にて登頂証をお渡しいたします。
・トレイルコース、ロードコースには登頂証はありません。
（計測チップにて確認。）

・通過確認およびフィニッシュ地点にて計測します。（下記表を参照ください。）
・完走者には完走証

■給水・給食・通過確認

■関門

■コース詳細

■コースマップ

コース スカイコース トレイルコース ロードコース 

距離 ３８km ３２km １２km 

開会式  ・主催者あいさつ ・選手宣誓 ・競技上の注意事項 

６：００～６：２０ 

スタート ６：３０ ７：３０ ８：３０ 

制限時間 ７時間 ６時間 ３時間 

フィニッシュ制限時刻 １３：３０ １３：３０ １１：３０ 

表彰式（男女各３位まで） １２：３０ １１：３０ １０：３０ 

参加人数 １１８人 ３５人 ５６人 

ゼッケンの色 緑 青 黄色 

 

関　門
山頂コース 林道コース ゲートコース 

不通過時の対応 
距離 時刻 距離 時刻 距離 時刻 

登山口往路関門 16.3km 9:00 自走で林道ゲートに折り返し回収車に乗ってください

自走で林道ゲートに折り返し回収車に乗ってください

 

反射板関門 18.9km 11:00  

16.3km

 

11:00

  

林道ゲート関門 31.9km 13:00 26.5km 13:00 回収車に乗ってください  

フィニッシュ 38.3km 13:30 32.9km 13:30 12.1km 11:30 完走証が発行されません  

 

詳しくは大会公式サイトをご覧ください。　http://www.hachimori-marathon.jp

地元野菜を使ったふるまい

場 所 
スカイコース トレイルコース ロードコース 

用意してあるもの
 

距離 
利用
可否 

通過
確認 

距離 
利用
可否 

通過
確認 

距離 
利用
可否 

通過
確認 

林道ゲート（往路） 5.7km ○ 〇 5.7km ○ 〇 5.7km ○ 〇 スポドリ、水、塩飴 

林道中間（往路） 11.7km ○  11.7km ○     スポドリ、水、塩飴 

登山口（往路） 16.3km 〇 〇 16.3km ○ 〇    
朝漬けきゅうり、バナナ、スポドリ、水、塩飴、
ブルーベリー

山頂奥反射板 18.8km  〇       （登頂証をお渡しします）  

登山口（復路） 21.7km 〇 〇       
朝漬けきゅうり、バナナ、スポドリ、水、塩飴、
ブルーベリー

林道中間（復路） 25.9km 〇  20.5km ○     スポドリ、水、塩飴 

林道ゲート（復路） 31.9km 〇 〇 26.5km ○     スポドリ、水、塩飴 

朝日村観光協会（復路） 37.3km 〇  31.9km ○  11.1km ○  スポドリ、水、塩飴 

フィニッシュ 38.3km 〇 〇 32.9km ○ 〇 12.1km ○ 〇  

差し替え

差し替え
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信州朝日村店
東筑摩郡朝日村大字古見1555-1

電話0263-99-1003

本部 安曇野市穂高有明10022
TEL: 0263-83-7343

オールライト

トップラン

古川寺朝日村 古見

普門山

㈱テレビ松本ケーブルビジョン
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物品提供

あさひ堂 HARIO ㈱

鹿島南蓼科ゴルフコース アイリスファーム

おぶー

9 10

その他協賛企業・団体一覧浜坂歯科医院 福井木工所

㈲清沢朝日産業 愛品物流㈱

㈱高原ベジフル 積和建設上信越㈱

㈱タジマモーターコーポレーション 松本信用金庫

かみいし商店 せせらぎ山女魚園

㈱ナガノ山友会 ㈱大嶋エージェンシー

㈲ APサービス信州 合同会社しなの

㈲小林工務店 ㈱フリーフロート

長野モトジムカーナ練習会
三村木工

協同製本工業㈲ ゲストハウスかぜのわ
マルヤス運送

ｵｰﾄﾎﾞﾃﾞｨｰﾌｧｸﾄﾘｰ上條
長野県労働金庫塩尻支店
レスパイトケアはちもり

朝日そば
ふじもり 清澤家具

塩尻地域シルバー人材センター

㈱オー・エス・ピー
三浦石材 泉家具工房

真心亭
朝日果樹クラブ おまかせまっちゃ

羽多野設備
ハチコクレープ 原製作所

鉄細工ゆめ舎
間登男之湯 株 朝日自動車

ヤマサ總業㈱

ダイドードリンコ㈱ カンロ朝日工場
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