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１ 第 3 回大会の開催にあたって 
 

 

第 1 回大会は、「スマイル」をスローガンにかかげ、選手のみなさんが秋の花背を笑顔で

楽しむことができるよういろいろ工夫しました。 

第 2 回大会は、第 1 回大会の反省点を生かしながら、「安全」と「おもてなし」をテーマ

に運営をおこないました。 

そして第 3 回大会は、「エンジョイ」を大会の中心に据えて実施します。 

もちろん第 1 回大会の「スマイル」も第 2 回大会の「安全」と「おもてなし」も継続したま

まです。 

 

私たちは、選手が大会を「エンジョイ」するためには、大会を実施するための環境を万全

にしておかなければならないと考えています。そうなったとき初めてみなさんが「エンジョイ」で

きる場面を提供できると思っています。 

一方選手のみなさん自身が大会を「エンジョイ」するためには、みなさん自身がそれぞれ

の環境を整えておかなければなりません。物理的な体力や体調に加えて、精神的な面を

含めてです。 

いろいろなことが重なってなかなかすべてがうまく合致するわけではありませんが、少なくと

も「エンジョイ」しようという気持ちがあれば、選手もスタッフもともに「エンジョイ」できる方向に

進んで行くと思います。 

そうして両者が花背トレイルランを作り上げていくことができれば素敵なことだと思います。 

 

200 名を少し超えるという小さな小さな大会ですが、参加する選手やスタッフの情熱は

とっても大きいと思っています。どこにも引けを取りません。 

どうぞ選手のみなさん、スタッフのみなさん、ともにこの花背で「エンジョイ」しましょう！ 

 

 

 

花背トレイルラン実行委員会 

            （京都トライアスロンクラブ内） 

 



２ 実施要項(10 月 7 日最終決定時) 
 

(1)名  称   第 3 回山村都市交流の森 花背トレイルラン 

(2)ｽﾛｰｶﾞﾝ   エンジョイ ～秋の花背でエンジョイしよう！～ 

(3)実施日   平成 28 年 10 月 23 日(日) 雨天実施(警報が発令されている場合は中止の可能性あり) 

            受付 8:00～9:00 競技開始 10:00 表彰式 14:30 競技終了・閉会式 15:30 

            制限時間 5 時間半 

(4)コース    交流の森～ﾁｾﾛ山(5km)～八丁平(11km)～峰床山(13km)～ 

三本杉(20km)～交流の森(25km) 

            ・総距離 25km、標高差 570m、累積標高差 1,400m 

            （参考：東山三十六峰 MM はそれぞれ 30km、380m、1,100m、） 

            ・トレイル(未舗装路)率 95％、林道約 10 ㎞、シングルトラック約 14 ㎞、舗装路約 1 ㎞ 

            ・エイドステーション 第 1 エイド 9 ㎞地点、第 2 エイド 19 ㎞地点 

            ・関門 第 1 エイド 12:00、第 2 エイド 14:00、フィニッシュ 15:30 

(5)対  象    18 歳以上(高校生不可)で過去 3 年以内にフルマラソン以上完走者 

(6)参加費    7,000 円(バス送迎希望者は事前に別途 2,000 円追加) 

(7)参加者    213 人(うち 86 人が貸切バス 2 台に分乗) 

(8)参加賞    記念 T シャツまたは携帯コップ、参加賞袋(髙島屋京都店、㈱梅丹本舗)、バーム顆粒(㈱明治)、 

用ポカリスエット・OS-1(大塚製薬㈱)、MAGMA(日本薬品工業㈱提供)、ごった汁・入浴サービス 

(9)表  彰    賞状、楯、副賞(㈱ゴールドウィン、㈲スタイルバイク、日本薬品開発㈱、大雄産業㈱) 

            男女総合 1～3 位 

            男女年代別1位(18～35歳、36～45歳、46~55歳、56歳以上)（2～3位は賞状のみ） 

(10)主  催   花背トレイルラン実行委員会 

(11)組 織    本部：実行委員長、副委員長、大会推進部長、運営部長、競技部長、広報部長 

会場設営・撤去、受付、記録、表彰、救護、送迎バスの各班 

      コース上：レースメイク、エイド、コース誘導の各班 

(12)主 管    京都トライアスロンクラブ  

(13)協 賛    (公財)京都市森林文化協会、㈱ゴールドウィン(ｻﾞ･ﾉｰｽ･ﾌｪｰｽ、C3fit)、㈲スタイルバイク 

日本薬品開発㈱、大塚製楽㈱、㈱明治、㈱梅丹本舗、大雄産業㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

大会全般 ⇒ メールで：京都トライアスロンクラブ(http://www.ktc-kyoto.com/) 

大会会場 ⇒ 電話で：山村都市交流の森 075-746-0439 

宿泊施設 ⇒ 電話で：交流の森内 翠峰荘 075-746-0665 



３ 募集要項(7 月 1 日募集開始時) 
このチラシは募集開始時のものです。変更点がありますので、詳細は「２ 実施要項」で確認してください。 



４ 競技規則 
 

(1)スタート 

午前10時に一斉スタートしますが、フルマラソンの持ちタイム順に9時40分から順次整列していただきます。9時

45分からのスタート前セレモニーに必ずご参加ください。競技説明、記念写真の撮影などを行います。 

(2)エイドステーション 

関門を兼ねて9km、19km地点に設置します。水、スポーツドリンク、梅干、塩、パン、バナナ、フルーツ、チョコ

レートなどを用意しますが、各自で補給食をご準備ください。トイレ、AEDを設置します。コップを用意しませんので

携帯コップを必ずご持参ください。受付会場で1個1,000円で20個限定販売します。 

(3)救護 

スタート、フィニッシュ地点に待機する医師は応急的な治療、2か所のエイドに待機する看護師は応急的な処

置のみ行います。 

(4)レースメイク 

パトロール員4名、関門に間に合うペースで走るレースメイクリーダー(ペーサー)2名、最終走者に伴走するスイー

パー6名がレースを組み立てるとともに、選手の安全を確保します。 

(5)関門及びリタイア 

関門に間に合わなかった場合及びレースメイクリーダーまたはエイドリーダーが競技続行不可と宣告した場合は、

その時点で競技終了となります。競技を終了した場合は、スタッフにタイム計測タグを返却してください。その後スタ

ート地点または第2エイド近くのリタイア者専用バス待機場所までエスケープルート(林道)を歩いて移動していただ

きます。関門地点にサポートカーが待機していますが、重篤な怪我人の搬出以外に使用しません。 

(6)フィニッシュ 

フィニッシュ後は、速やかにタイム計測タグを返却し、完走証をお受け取りください。制限時刻の午後3時半を過

ぎてフィニッシュした選手は、DNF扱いとなり、完走証の発行はできません。 

(7)競技中の重要な注意事項 

①最近のトレイルランは、高速化が進み怪我のリスクが非常に高くなっています。タイムを競う競技ですが、怪我や

選手同士が衝突しないよう十分な安全走行を心掛けてください。 

②シングルトラック区間及び八丁平は、走りながらの追い越しを禁止します。追いつかれたらできる限り立ち止まっ

て道を譲ってください。無理に追い越そうとすると、貴重な植生を傷めるだけでなく、怪我のもとにもなります。 

③一般のハイカーや登山者とすれ違う時は、必ず「こんにちは」と笑顔であいさつし、道を譲ってください。 

④ストック、杖、イヤホンの使用、ゴミのポイ捨て、仮装、公序良俗に反する行為、参加を許可された本人以外の

参加、ナンバーカードを前面から見えない場所に着用する行為を禁止します。禁止事項が守れない場合は、大

会への参加をお断りします。 

⑤怪我のリスクを大幅に軽減するトレランシューズ、手袋、帽子の着用を強く推奨します。健康保険証(コピー可)

を必ずご持参ください。 

⑥矢印看板や紅白テープでコース誘導をしますが、コースマップは必ず事前に目を通し、当日携行してください。 

⑦以下の野生生物に注意してください。 

クマ(クマ鈴の携行を推奨)、スズメバチ(黒い物を目がけて襲う)、カエンタケ(猛毒の赤いキノコ)、ヒル 

⑧携帯電話の通じない区間が多数あります。 

⑨アップダウンがきついうえ、暑くなると激しく体力を消耗します。最低500ミリリットルの水分をご準備ください。 

⑩標高の高い場所の気温は京都市内より10度以上低くなります。特に峰床山の山頂は天候が急変して 10 度

以下になることがあります。防寒対策及び雨対策を必ずお取りください。 

⑪体調不良の場合は勇気をもってリタイアしてください。 



５ スケジュールと交流の森マップ 
 

(1)10 月 23 日(日)のスケジュール 

気象条件、選手の状態などによって前後する可能性があります。最新情報は大会本部横に設置する公式

掲示板でご確認ください。 

時間 内容 場所 備考 
06:00 駐車場オープン 駐車場  
07:00～ 送迎バス往路随時出発 国際会館駅 1 番出口前 申込者のみ 
08:00 送迎バス到着 バス駐車場  
08:00～09:00 受付 森愛館前  

08:00～09:30 更衣室利用 
男子：森愛館奥 
女子：翠峰荘 2 階 

 

08:00～16:00 荷物預かり 森愛館 貴重品は各自で保管 
09:40 選手集合 芝生広場 申告タイム順に整列 

09:45 

スタート前セレモニー 
 理事長あいさつ 
 実行委員長あいさつ 
 競技説明 

芝生広場 記念写真撮影 

10:00 スタート 芝生広場 一斉スタート 
12:00 １A 関門 9 ㎞地点  
14:00 ２A 関門 19 ㎞地点  
14:30 リタイア者専用バス出発 門前茶屋前  

14:30～15:00 
表彰式 
 総合男女各 1～3 位 
 年代別 4 部門男女各 1 位 

芝生広場 
年代別2～3位は、本
部で賞状の受取 

15:30 フィニッシュ制限 芝生広場  
15:30、16:30 送迎バス復路出発 バス駐車場 申込者のみ 

 

(2)交流の森マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場 

森愛館 

研修室 

翠峰荘 

芝生広場 

男子更衣室 
 8:00～9:30 

荷物預かり 
 8:00～16:00 

受付 
 8:00～9:00 

女子更衣室 
 8:00～9:30 

6:00～ 

スタート 
10:00 

フィニッシュ制限 
15:30 

50m 

管理舎 

案内休憩所 森の工房 

管理事務所 

至京都市内 

バス駐車場 

 
上桂川 

往路 復路 

♨ 

本部 

施設内に「おもてなし部隊(案内係)」が 
複数待機しています。 
どんなことでも構いません。 
お気軽にお声かけください。 
 



６ 交通アクセス・送迎バス・宿泊施設 
  

(1)交通アクセス 

京都市内から車で約30 ㎞山道を走ります。道幅の

狭い区間やいくつかの小さな集落がありますので、スピ

ードを出さないように安全運転を心がけてください。野

生生物が飛び出すこともありますので、十分お気をつけ

ください。できるだけ複数の方が、相乗りで来られるよう

にしてください。当日は別所でお祭りがありますので、運

転はくれぐれも慎重にお願いします。 

駐車場は午前 6 時からオープンします。 

 

○京都市内からお越しの方へ 

北山通堀川を北上し府道 38 号線で鞍馬方面へ。 

市原交差点を右折して二ノ瀬に向かう新バイパス 

(まだ地図には載っていません)が完成していますので 

こちらをご利用ください。その後、鞍馬を経て花背方 

面へ。鞍馬から約 30 分です。 

 

(2)送迎バスについて(事前申込者のみ乗車可) 

受付場所：京都市営地下鉄国際会館駅の 

1 番出口から地上に出たところ 

受付時間：10 月 23 日(日)午前 6 時半～7 時 

出発時刻：午前 7 時から随時計 2 台出発 

現地出発：午後 3 時半、午後 4 時半 

所要時間：約 1 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)宿泊施設について 

  ○交流の森内「翠峰荘」  電話 075-746-0665 

    ・前日の 22 日に鞍馬の火祭があるためすでに満室 

です。宿泊を希望される方は近隣の宿泊施設をご 

紹介しますのでご連絡ください。 

  ○その他近隣にいくつか宿泊施設があります。HP など 

    で各自お調べください。 

宝ヶ池通 

地下鉄国際会館駅 

地下通路 

1番出口 

2番出口 

3番出口 

至京都駅 

受付 

新バイパス 



７ その他のお知らせ  
 

(1) 傷害保険 

保険をかけますが、補償には限りがあります。各自任意の保険にご加入ください。 

(2) 成績表 

各クラスの成績を公式掲示板で速報します。後日京都トライアスロンクラブの HP に成績表を掲載します。 

(3) 肖像権 

大会開催中に撮影された写真などの肖像権は、大会主催者が保有します。印刷物やホームページなどで使用

することがあります。 

(4) 表彰式 

午後 2 時 30 分から表彰式を行う予定ですが、実施時刻は公式掲示板で確認してください。 

男女総合 1～3 位：賞状、楯、副賞(㈱ゴールドウィン提供のトレラングッズ、交流の森提供の野菜、 

日本薬品開発㈱提供の MAGMA、大雄産業㈱提供のここでジョミ)) 

男女年代別 1 位(18～35 歳、36～45 歳、46～55 歳、56 歳以上)：賞状、楯、副賞(㈱ゴールド

ウィン提供のトレラングッズ) 

男女年代別 2～3 位の方には賞状をお渡しします。本部でお受け取りください。 

(5) 参加賞 

受付時に下記の参加賞をお渡しします。 

参加賞：記念 T シャツまたは携帯コップ、参加賞袋(髙島屋京都店・㈱梅丹本舗提供)、 

OS-1(大塚製薬㈱提供)、バーム顆粒(㈱明治提供)、MAGMA(日本薬品工業㈱提供) 

フィニッシュ地点にてポカリスウェット(大塚製薬㈱提供)を 1 人 1 本お渡しします。 

(6) ゴミ 

各自ゴミはご自宅までお持ち帰りください。 

(7) アルコール 

競技終了後のアルコールの摂取には節度を持ってください。また飲酒運転は、絶対にやめてください。 

(8) さまざまなサービス 

ア スタート前に会場内でおにぎりの販売を行います。レース後にうどん、カレーライス、地元の特産品を販売しま 

す。またトレランショップなど複数のショップが商品を販売します。 

イ 交流の森提供のもち米を使って競技時間内にもちつき大会を実施します。応援や送迎などで大会に参加さ 

れないご家族、ご友人と一緒に楽しめますのでぜひご参加ください。 

ウ 花背で採れた野菜を使った「ごった汁」サービスを行います。運動後の疲れた体にたっぷりの栄養を与えてあげ 

てください。 

エ 翠峰荘でお風呂に入れます。汗を流しさっぱりして会場でくつろいでください。 

オ 協賛企業から下記の素敵な商品を提供していただいています。ナンバーカードの番号による抽選を行います。 

午後 3 時頃に公式掲示板で当選者の発表を行います。 

   ・(有)スタイルバイク：2XU コンプレッションシャツ、カーフガードなど計 6 点 

   ・山村都市交流の森：野菜詰め合わせセット 4 点 

(9) 大会実施の可否 

警報が発令されている場合、選手の安全が確保できない場合、大会を中止する可能性があります。京都ト

ライアスロンクラブの HP で最新情報をご確認ください。大会が中止の場合でも参加費の返却はありません。 

(10) 重要な注意事項 

      今年は蜂による被害が多発しています。最新情報を HP でお知らせしますので必ず事前にお目通しください。 



８ 参加者一覧(1) 

 

No 名前 都道府県 No 名前 都道府県 No 名前 都道府県

101 中川　拓徒 三重県 212 福田　敦 兵庫県 301 上田　勝弘 奈良県

102 松崎 通弘 京都府 213 早野　秀人 兵庫県 302 赤崎　宏治 京都府

103 竹内　健一 京都府 214 伊藤　朋一 滋賀県 303 内海　敏夫 京都府

104 鈴木　大河 京都府 215 寺岡　宏治 京都府 304 木村　輝 京都府

105 阪本　修平 京都府 216 木村 太 京都府 305 奥村　良徳 京都府

106 藤原　英司 京都府 217 徳田　正彦 京都府 306 小池 康弘 京都府

107 河原林　尚 京都府 218 末澤　政人 兵庫県 307 安本 悟 大阪府

108 臼井　博俊 京都府 219 山本 敬 大阪府 308 岸　真澄 京都府

109 河村　亮輔 京都府 220 柳本 和彦 大阪府 309 樽井　一郎 滋賀県

110 青木　崇真 大阪府 221 久保田　敏裕 京都府 310 川勝　英樹 京都府

111 吉田　慎吾 滋賀県 222 酒井　大悟 大阪府 311 松本 浩介 兵庫県

112 柴田　将太 奈良県 223 市成　昇寛 兵庫県 312 築山 智 京都府

113 河原林　淳 長崎県 224 西堀　吾郎 京都府 313 栗本　光章 奈良県

114 玉山　健太郎 滋賀県 225 間中　伸也 埼玉県 314 藤ノ井　誠司 京都府

115 安田　力也 京都府 226 早川　守 京都府 315 横内　太治 京都府

116 山口 昌宏 大阪府 227 ピジャー　ベルトラン 京都府 316 入佐　俊明 大阪府

117 江口　航平 京都府 228 西川　剛 京都府 317 河瀬　宗憲 京都府

118 新見　亮太 京都府 229 森口　慎一 京都府 318 中川　正良 三重県

119 奥田 雅史 大阪府 230 村上　善嗣 京都府 319 秋元　正行 京都府

120 宮岸　正佳 兵庫県 231 宮前　高博 京都府 320 冨永　聡 奈良県

121 安藤　圭吾 京都府 232 青野　哲也 京都府 321 花木　修 京都府

122 森尾　晃吉 兵庫県 233 宇治田　敏 兵庫県 322 小林　尚史 大阪府

123 宮城　和章 京都府 234 五十棲　新也 京都府 323 細井　勝博 京都府

124 長島　研 京都府 235 水谷　匡 京都府 324 宮崎 健二 奈良県

125 石川　篤 兵庫県 236 川島 実 奈良県 325 南井　巌 滋賀県

126 岩田　昭平 京都府 237 吉田 岳生 福井県 326 谷口　聡 岐阜県

238 Pryce　John 京都府 327 浅田　洋史 京都府

239 松元　孝臣 滋賀県 328 今川　敬 大阪府

No 名前 都道府県 240 小菅 秀明 大阪府 329 真崎　義久 京都府

201 上垣　篤 京都府 241 小泉 信一 兵庫県 330 安堂　里志 大阪府

202 藤田　要 京都府 242 豊川　禧成 京都府 331 道下　潤 大阪府

203 三角　敏浩 大阪府 243 大田　ダイスケ 兵庫県 332 亀井　琢人 大阪府

204 Hoerning　Marcel 京都府 244 森　善幸 滋賀県 333 山本　真 兵庫県

205 室井　拓 京都府 245 宮本　永一 京都府 334 吉岡 英生 奈良県

206 猿橋　正芳 京都府 246 山名　智公 京都府 335 惣坊　賢治 大阪府

207 山本　博巳 兵庫県 247 宮城　康司 京都府 336 斎藤　晃 大阪府

208 中尾　勝洋 京都府 248 樫木　章人 京都府 337 岩鼻　敏明 兵庫県

209 織田　一貴 大阪府 249 森　哲郎 大阪府 338 志田　俊宏 京都府

210 藤原　徹 京都府 250 狹間 敏徳 大阪府 339 呉本　雅幸 大阪府

211 田中　仁 滋賀県 251 宮下 幸延 京都府 340 明里　貴弘 大阪府

男子36～45歳の部男子18～35歳の部

男子36～45歳の部

男子46～55歳の部



８ 参加者一覧(2)  

  

No 名前 都道府県 No 名前 都道府県 No 名前 都道府県

341 橋詰　英樹 滋賀県 501 Bazilchuk　Molly 京都府 701 齋木 博美 大阪府

342 松本　繁巳 京都府 502 楠本　小百合 京都府 702 尾花　　康子 京都府

343 熊崎　哲雄 京都府 503 森田　利佳 大阪府 703 中嶋　美紀子 大阪府

344 梶浦　孝之 兵庫県 504 安田　直子 京都府 704 藤ノ井　祐子 京都府

345 藤谷　徳孝 大阪府 505 江口　友恵 京都府 705 森 美樹 奈良県

346 竹内　康行 京都府 506 山路　さと子 大阪府 706 早瀬　智子 京都府

347 前中　良夫 滋賀県 507 安藤　有理 京都府 707 上村　栄子 滋賀県

348 大西　幹雄 兵庫県 508 柴田 亜希 兵庫県 708 松田　発世 京都府

349 石井　裕康 京都府 709 田渕　百合 京都府

350 上田 幸司 京都府 710 福田　珠己 京都府

No 名前 都道府県 711 柾木　明美 京都府

601 橋本　幸子 大阪府 712 石原　久美 京都府

No 名前 都道府県 602 玉田　友紀 大阪府 713 久野　淳子 兵庫県

401 西村　元志 大阪府 603 三澤　愛 京都府 714 元野　純子 京都府

402 藤田　一登 京都府 604 八木　直美 京都府 715 山田 直子 奈良県

403 森口　雅和 京都府 605 門田 直子 大阪府 716 田邉　久美孑 滋賀県

404 安達　良昭 京都府 606 羽田　敏子 兵庫県

405 伊藤　雅晴 京都府 607 夜久　有子 京都府

406 McCullough　David 京都府 608 小野寺　智子 大阪府 No 名前 都道府県

407 ペニョ　パスカル 京都府 609 山本　可奈子 滋賀県 801 三木　直子 京都府

408 中山　順司 京都府 610 石川　牧子 京都府 802 尾崎　礼佳 京都府

409 中川　則春 大阪府 611 野田　恵美子 京都府 803 亀井　有子 滋賀県

410 中野　護 大阪府 612 武内　智枝子 京都府 804 中村　惠子 大阪府

411 鍵谷　昌之 兵庫県 613 香月　晶 大阪府 805 荒木　由美子 大阪府

412 児玉　宗正 京都府 614 松森　絵里奈 大阪府 806 寺園　安基子 大阪府

413 藤田　耕平 京都府 615 山本　和栄 兵庫県 807 酒井　直子 京都府

414 太田　権守 奈良県 616 斎藤　由花 大阪府 808 池原　満 福井県

415 久保　敏 京都府 617 常田　めぐみ 京都府

416 青木　正雄 大阪府 618 志水　真美 兵庫県

417 橋本　康 大阪府 619 中西　真紀 京都府

418 山地 孝明 大阪府 620 原　志都子 大阪府 26

419 下村　喜也 奈良県 621 川崎　詩乃 京都府 51

420 竹脇　真 京都府 622 石部　由香 愛知県 50

421 町田　敏和 大阪府 623 中山　直子 大阪府 29

422 津波古　光一 沖縄県 624 惣司　亮子 京都府 8

423 仲井　秋雄 京都府 625 植村　器宇美 兵庫県 25

424 河村　信男 京都府 16

425 山田　定男 大阪府 8

426 石坂　俊雄 三重県 213

427 田渕　俊治 京都府

428 立石　稔 滋賀県

429 川瀬　浩一 大阪府

女子56歳以上の部

年代別参加者数

男子18～35歳の部

男子36～45歳の部

男子46～55歳の部

男子56歳以上の部

女子18～35歳の部

女子36～45歳の部

女子46～55歳の部

女子46～55歳の部

女子56歳以上の部

男子46～55歳の部

女子36～45歳の部

男子56歳以上の部

女子18～35歳の部


