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謹啓

甲州アルプスオートルートチャレンジ

ご協賛企業様募集のご案内

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、第 6 回甲州アルプスオートルートチャレンジ（山岳縦走競技会）を甲州市様、甲州市
教育委員会様、やまなし環境会議様のご後援の下、2022 年 11 月 5 日（土）、6 日（日）に盛大に
開催するはこびとなりました。本大会は、甲州市塩山ふれあいの森総合公園を主会場に、山梨百名
山の源次郎岳をはじめ甲州アルプスと呼ばれている小金沢山連山を含む甲州市塩山、勝沼町、そし
て大和町を踏破する山岳縦走大会です。また、今年度からはジュニアの部を新設し、幅広い年齢層
のランニング愛好家の方々が楽しんでもらえるようになりました。
コースのデザインおよび大会コーディネートは、甲州市観光大使を拝命させていただいています
実行委員長の小川壮太が行っております。甲州アルプスからの眺望や、緑豊かな自然の中でスポー
ツを楽しんでいただくことで、自然環境への関心を高めるとともに、参加者の皆様の健康増進を促
し、ご家族、お仲間との絆を深めていただくことを趣旨としております。また、ぶどうや桃、柿と
いった甲州市名産の農産物やワイン、市内の由緒ある古刹の紹介を通じて地域を活性化することも
目的としております。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、開催にあたり企業の皆様のご支援を賜りたく、ご協
賛金の募集のお願いをさせていただきます。趣旨をご理解の上、ご協力のほど何卒よろしくお願い
致します。
謹白
記
【大会概要】
大会名：甲州アルプスオートルートチャレンジ
日 時：2022 年 11 月 5 日（土）、6 日（日） 5 日は前日受付、大会日は 6 日
主 催：甲州市オートルートチャレンジ実行委員会
後 援：甲州市、甲州市教育委員会
事務局：〒404-0042 山梨県甲州市塩山上於曽 1468
種 目：オートルートチャレンジ 67km、リリールートチャレンジ 50km、マロニエルートチャレンジ 30km、
クレーシャ 108 ㎞
トレイルクエスト

小学 1・2 年の部 1.5km、小学 3・4 年の部 3km、小学 5・6 年の部 4.5km
中学生以上の部 4・5km

参加定員：1,200 名

【ご協賛について】
ご協賛額、ご協賛品に応じて大会 HP、プログラム、スポンサード、ゼッケン等への掲載をさせて
いただきます。詳細につきましては、別紙のご協賛募集要項をご参照ください。協賛金および特典
につきましては以下の通りです。
協賛金／5,000 円
【募集枠制限なし】

個人様・地元企業様向け
①大会 HP、プログラムへの御芳名掲載

協賛金／10,000 円
【募集枠制限なし】

個人様・地元企業様向け
①大会 HP、プログラムへの貴社名掲載
②大会プログラムへの広告掲載（A4 冊子 1/8 ページ）

協賛金／30,000 円
【募集枠制限なし】

①大会 HP、プログラムへの貴社名掲載
②大会プログラムへの広告掲載（A4 冊子 1/4 ページ）

協賛金／50,000 円
【募集枠制限なし】

①大会 HP、プログラムへの貴社名掲載
②大会プログラムへの広告掲載（A4 冊子 1/2 ページ）
③大会会場でのブース出店

協賛金／100,000 円
【募集枠制限なし】

①大会 HP、プログラムへの貴社名掲載
②大会プログラムへの広告掲載（A4 冊子 1 ページ）
③大会会場でのブース出店
④冊子、広告・チラシの配布、大会 HP へのリンク貼り付け

協賛金／500,000 円
【募集枠 2 社】

①大会 HP、プログラムへの貴社名掲載
②大会プログラムへの広告掲載（A4 冊子 1 ページ/裏紙 1/2 ページ）
③大会会場でのブース出店
④冊子、広告・チラシの配布、大会 HP へのリンク貼り付け
⑤選手用ゼッケンへの貴社名掲載

協賛金／1,500,000 円
【募集枠 1 社】
【大会メイン
スポンサー】

マルシェ／飲食
出店料 1,000 円
【募集枠制限なし】

①大会 HP、プログラムへの貴社名掲載
②大会プログラムへの広告掲載（A4 冊子 1 ページおよび表紙）
③大会会場でのブース出店
④冊子、広告・チラシの配布、大会 HP へのリンク貼り付け
⑤選手用ゼッケンへの貴社名掲載
⑥大会名称への貴社名掲載
掲載例「○○CUP 甲州アルプスオートルートチャレンジ」
大会会場への出店・販売
※保健所への申請は大会事務局でまとめて行います。

※募集枠が設定されている協賛金につきましては、先着順となりますので予めご了承ください。
※領収書の発行は、ご入金の確認ができ次第、郵送させていただきます。
※物品のご協賛も受けつけております。表彰の際、ご提供品を紹介させていただきます。
●ご協賛申し込み方法
（１）別紙申込書に必要事項を明記の上、事務局へ郵送もしくは FAX にてお申込みください。お
申込み後、指定口座に協賛金のお振込みをお願い致します。
（２）お申込み締切 2022 年 8 月 31 日（水）
（３）振込口座
甲州アルプスオートルートチャレンジ実行委員会
山梨中央銀行

塩山支店（お取引店番 302）

普通

口座番号：866000

2022

甲州アルプスオートルートチャレンジ

協賛申込書

大会趣旨に賛同し、2022 甲州アルプスオートルートチャレンジ運営資金として寄付します。

2022 年

月

日

芳名・貴社名・御団体名
印
ご住所

〒

ご担当者様 氏名

電話／FAX

（電話）

（FAX）

URL／E-Mail

ご協賛内容
※□にチェック✔を
ご記入ください。

協賛金額

□協賛金 5,000 円
□協賛金 10,000 円
□協賛金 30,000 円

合計

振込予定日

□協賛金
□協賛金
□協賛金

円也【物品の場合は金額換算して下さい】
2022 年

領収書

50,000 円
500,000 円
1,500,000 円

要

月

日

・ 不要

領収書宛名
領収書記載御住所

様
〒

但し書き項目
本紙を大会実行委員会宛に FAX または E-Mail にてご送付ください。

FAX 送信先：0553-32-3999 / E-Mail：soyanrunandski@yahoo.co.jp
事務局連絡先：070-2632-9969 / 090-4939-9549
ご不明な点は、甲州アルプスオートルートチャレンジ実行委員会事務局までお問合せください。

山岳縦走競技

この大会は、甲州アルプスオートルートチャレンジの開催運営を行う事業をはじ
め、甲州アルプス周辺の地域資源の発掘と利活用のための活動、森に親しむ活動、
里山里地再生活動、登山・ランニング・農林業知識の普及啓発に関する各種活動を
行い、地域の社会および経済の活性化に寄与することを目的としています。

甲州アルプスオートルートチャレンジ実行委員会

は じ め に
コロナ禍で制限されてきた様々な活動ですが、感染症予防策がされ、ようやく各地でイベント
再開の兆しが見え始めました。スポーツ界における影響も多大なものがありましたが、徐々に以前
のような活気を取り戻しつつあります。2022 年現在、全国に 420 を超えるトレイルランニング
レースがある中で、コロナ禍で開催できた大会は数えるほどしかありませんでした。甲州アルプス
オートルートチャレンジは、2021 年大会の開催を成功させることができましたが、大会を主催す
る側である大会事務局の徹底した感染予防策と、開催されるまちや地元の方々のご理解とご協力、
さらには医療機関との相互理解など、まさにまちが「一枚岩」になって作り上げる『一体型』の体
制によって成されたものです。ご尽力いただいた皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。今後も、
山沿いの地域の課題となる過疎化・高齢化問題、里山の荒廃に歯止めをかけ、里山再生・活用のい
ち手段として根付いていくように努力してまいります。
第３回大会よりスタートしました小中学生の部門、そして昨年第５回大会からスタートしました
大人のビギナーカテゴリーにつきましては、本年度も開催いたします。自然とのふれあいの場作り
をするとともに、アウトドアアクティビティとして、また競い合う活動を通して心身の成長を促す
ためのきっかけ作りをしていきます。里山にすむ子ども達には特に山との関わり方、楽しみ方を知
る機会になってくれたらと願います。
マラソン・ロードレースと同様、競技運営上の予期せぬ事態やレース中の事故も発生することが
あります。新型コロナウィルス感染拡大に伴う各種イベントの開催自粛を決断する団体もまだまだ
あります。大会の運営においては行政や警察、周辺住民等各所との調整、ランナーの安全確保のた
めの細心の注意が必要であり、山岳スポーツで起こりうるリスクにきちんと対応できる組織作りが
不可欠です。本大会事務局では、大会要項・規約と併せ、山岳縦走競技会の安全・安心な運営に必
要と考えられるガイドラインを作成し、より楽しく安全に大会を運営できるよう取り組んでまいり
ます。
本イベント、『甲州 ALPS Haute Route Challenge』が地域の活性化に貢献できるイベントとして
根付いていくように、今できることを最大限にやっていきたいと考えています。
実行委員長 小川 壮太

【運営】 主催 甲州アルプスオートルートチャレンジ実行委員会
運営協力 甲州大菩薩ネルチャークラブ
後援 甲州市、 甲州市教育委員会
【開催日】

2022 年１１月 5 日（土）、6 日（日）

【大会申し込み】 2022 年 6 月 1 日（水）～8 月 31 日（水）
RUNNET https://runnet.jp/
【会場】

甲州市塩山ふれあいの森総合公園（山梨県甲州市塩山小屋敷 1897）

【スタート時刻・制限時間】
オートルートチャレンジ
午前 4 時スタート

午後 9 時終了（制限時間：17 時間）

リリールートチャレンジ
マロニエルートチャレンジ
クレーシャ 108

午後 9 時終了（制限時間：15 時間）
午後 9 時終了（制限時間：12 時間）
午後 9 時終了（制限時間：17 時間）

午前 6 時スタート
午前 9 時スタート
午前 4 時スタート

トレイルクエスト ①小学校 1・2 年の部 午前 9 時 30 分スタート 正午 10 時をめどに終了
②小学校 3・4 年の部 午前 10 時スタート
午後 11 時をめどに終了
③小学校 5・6 年の部 午前 11 時スタート
午後 12 時をめどに終了
④中学生以上の部
午前 12 時スタート
午後 1 時をめどに終了
（中学生の部、高校・一般の部の 2 部門同時スタート）
※最終ランナーがゴール後に次のカテゴリーがスタートします。スタート時間は目安となります。
【種目・距離・定員】
オートルートチャレンジ
67km 累積獲得標高 4600m 定員 300 名程度
リリールートチャレンジ
50km 累積獲得標高 3500m 定員 250 名程度
マロニエルートチャレンジ 30km
累積獲得標高 1800m 定員 250 名程度
クレーシャ 108
108 ㎞ 累積獲得標高 6400m 定員 50 名程度
トレイルクエスト
①小学校 1・2 年の部 1.5 ㎞ 定員 50 名程度
②小学校 3・4 年の部 3.0km 定員 50 名程度
③小学校 5・6 年の部 4.5km 定員 50 名程度
④中学校以上の部
4.5 ㎞ 定員 50 名程度
⑤高校・一般の部
4.5km 定員 50 名程度
ふるさと納税枠
【参加料金】

各コース２０名

オートルート：17,000 円（ふるさと納税枠：6 万円）
リリールート：13,000 円（ふるさと納税枠：5 万円）
マロニエルート：10,000 円（ふるさと納税枠：4 万円）
トレイルクエスト：小中高生 2，000 円、一般 3，000 円

【大会コース】

・オートルート（67km）、クレーシャ 108（1 周目）
ふれあいの森総合公園―文殊院入り口―恩若峰―キリガ尾根分岐―源次郎岳―上日川峠―小屋平
バス停―天狗棚山―狼平―小金沢山―牛奥雁ヶ腹擦山―黒岳―湯ノ沢峠―大蔵高丸―米背負峠―
ハマイバ丸―大谷ヶ丸―曲沢峠―景徳院―竜門峡入り口―大志戸遊歩道―三角コンバ―深沢林道
出合―源次郎岳登山口―蛤岩―牛奥沢―キリガ尾根分岐―中原―牛奥トンネル登山口―文殊院入
り口―ふれあいの森総合公園
・リリールート（50km）
ふれあいの森総合公園―文殊院入り口―恩若峰―キリガ尾根分岐―源次郎岳―上日川峠―小屋平
バス停―天狗棚山―狼平―小金沢山―牛奥雁ヶ腹擦山―ペンションすずらん―上日川林道―源次
郎岳登山口―蛤岩―牛奥沢―キリガ尾根分岐―中原―牛奥トンネル登山口―文殊院入口―ふれあ
いの森総合公園
・マロニエルート（30km）、クレーシャ 108（2 周目）
ふれあいの森総合公園―文殊院入り口―恩若峰―キリガ尾根分岐―源次郎岳―蛤岩―牛奥沢―キ
リガ尾根―中原―牛奥トンネル登山口―文殊院入り口―ふれあいの森総合公園
・トレイルクエスト（1.5km～4.5km）
とれあいの森総合公園内 ランニングコース
【主催・大会 HP】 甲州アルプスオートルートチャレンジ実行委員会 事務局
https://kousyu20171119.jimdo.com/
※大会協賛・出店を募集しております。詳しくは実行委員会事務局までお問合せください。

