
早川

小田原市立早川小学校

山根公園トイレ

駐輪場

スタート地点(早川料金所)

アネスト岩田
ターンパイク箱根

ターンパイク入口

開催：2022年11月19日（土）

ウォーキングの部

受付時間 スタート時間

8:30～10:25
(荷物預かりはありません)

10:05～

種 目

ピストン・登り・ウォーキングの部のスタート、応援バスの乗降は小田原料
金所となります。荷物置き場と更衣室がある早川小学校から、スタート地点ま
では約400m、徒歩で約５分ほどかかりますので、時間に余裕を持ってご準
備ください。

選手の応援、レースの観戦に関して：参加者以外のコース内への立ち入りはできません。
小田原料金所または、(アネスト岩田スカイラウンジにて観戦、応援をお願いいたします。

・スタート地点の小田原料金所には、スタート前給水所がございます。
・ウェーブスタート整列時は、係員の指示に従ってください。
・途中の山根公園には仮設トイレをご準備しております。例年混み合います
ので早めのご利用をおすすめします。

スタート地点について（下りの部以外）

大会スケジュール

※参加者・応援者専用駐車場はありません。近隣施設への駐車および、路上駐車は絶対におやめください。
公共交通機関でのご来場をおねがいいたします。また、自転車の駐輪場は山根公園となります。バイク、原
動機付自転車の駐輪はご遠慮ください。

小田原市立早川小学校
神奈川県小田原市早川2丁目14番地の1
アネスト岩田ターンパイク箱根
小田原料金所～スカイラウンジ(13.5km)間

大会
会場

ランナー集合・
受付場所

コース

ピストンの部・登りの部は約100名前後でのウェーブスタートとなります。ご自分のゼッケン番号とスタート時間をあらかじめ確認して、会場にお越しください。
ゼッケン色：ピストンの部（白）、登りの部(赤)、ウォーキングの部(緑)、Wピストンの部（水色）、下りの部（ピンク）、招待選手（黄）。

激坂最速王決定戦2022
@ターンパイク箱根 参加案内

ピストンの部

荷物預かり時間

8:30～

種 目

スタート時間ウェーブ ゼッケン番号
ウェーブ①
ウェーブ②
ウェーブ③
ウェーブ④
ウェーブ⑤
ウェーブ⑥
ウェーブ⑦

10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30

招待選手ウェーブ
1001～1100
1101～1200
1201～1300
1301～1400
1401～1550
1551～

登りの部

荷物預かり時間(時間に遅れるとゴールに荷物を運べません)

ウェーブ①～③  10:00～10:30
ウェーブ④～⑤  10:00～10:45

種 目

スタート時間ウェーブ ゼッケン番号
ウェーブ①
ウェーブ②
ウェーブ③
ウェーブ④
ウェーブ⑤

12:00
12:05
12:10
12:15
12:20

招待・学生選手ウェーブ
3001～3100
3101～3200
3201～3300
3301～

小田原市立
早川小学校案内図

受付/information 応援バスチケット/グッズ販売

男子更衣室
女子更衣室

荷物預り所
(スカイラウンジ行 )
荷物預り所
(スカイラウンジ行 )

荷物預り所
(会場預かり )
荷物預り所
(会場預かり )

関係者
駐車場

バ
ス
降
車
場

救護

START

スカイラウンジ
(トイレをご利用になれます)

Wピストンの部

下りの部

荷物預かり時間 スタート時間

8:30～

7:30～
10:00～

種 目

スタート地点について
（下りの部）

下り選手用バス 8:30発（早川料金所よりご乗車ください）

・下りの部参加者は専用バスにて、スタート地点（スカイラウンジ）ま
でピックアップします。あらかじめ早川小学校にて、更衣・荷物預けを済
ませてご乗車ください。早川料金所までは徒歩で約5分ほどかかります。
・乗車時間は30分を予定しています。
・乗車に遅れるとレースに参加できませんのでご注意ください。
・山頂は気温が低いことが予想されます。ウェアの携帯など防寒対策をお
願いいたします。

(山頂スタート)

受付：8:30～ (下りの部受付：7:30～)



登りの部のゴール後について

ゴール後については、給水・完走賞（タオル）をお受け取りいただいた後、返却荷
物をお受け取りください。
シャトルバスは13:00から順次出発します（最終は17:45）。道路の混雑状況に
よってはお待ちいただくこともございますので、ご了承ください。
スカイラウンジ内で休憩ができますので、下山コース開放、バス出発までの時間
をお過ごしください。
[記録証について] 紙での発行はいたしません。Webサイト、またはゼッケンに記
載のQRコードから記録証を確認いただけます。全体順位の確定は全走者が完走
した後となります。
[下山コースの開放について]　14:00(予定)から下山コースを開放します。

男性更衣テント

バスチケット販売

女性更衣テント

バ
ス
乗
り
場

給水・完走タオル配布

救護

FINISH

荷物返却
スカイラウンジ

(飲食・休憩ができます。トイレ有)

重要：今回の大会について、コース内はすべて左側通行です。反対車線にはみ出ず走行してください。

受付で配布するポリ袋に、荷物預かりシールを張ってお預けください。　Wピストンの部・ピストンの部・下りの部の参加者の荷物
は、すべて早川小学校でお預かりします。登りの部の荷物はゴール地点（スカイラウンジ）まで運びますが、早川小学校にて一部を
預かることも可能です。トラックでの移動が伴いますので、荷物が重なり壊れるものなどお預かりできません。荷物の紛失・破損に
ついては主催者は一切の責任を負いません。早川小学校でのお荷物返却は16:30までとなります。会場の都合でその後は受付テ
ントでの返却となります。ウォーキングの部の荷物預かりはありません。
登りの部の荷物預かりは大変込み合います。早めに荷物をお預けください。また、時間に遅れた場合は荷物の運搬はできません。

荷物預かりについて

　Wピストンの部・ピストンの部  ゴール後について

ゴール後については、給水・完走賞（タオル）をお受け取りいただいた後、早
川小学校にて返却荷物をお受け取りください。
　
[記録証について] 紙での発行はいたしません。Webサイトまたは、ゼッケン
に記載のQRコードから記録証を確認いただけます。全体順位の確定は全走
者が完走した後となります。
[荷物預かりについて]　荷物預かりは16:30までとなっておりますのでご注
意ください。
[山頂で棄権される方]　山頂で棄権される方は、下山バスに搭乗して小田原
料金所までお戻りください。下山バスは13:00より運行しております。　

早川料金所(Wピストン・ピストンの部スタート・ゴール見取り図)

完走賞配布 スポンサー

給水

救護

簡易トイレ

ウェーブスタートエリア

Wピストン折返し

START/FINISH

早川小学校へ

ウォームアップ
エリア

ウォーキングの部のゴール後について

ゴール後については、給水などをお受け取りいただいた後、シャトルバスに乗車
ください。
シャトルバスは順次出発します（最終は17:45）。道路の混雑状況によってはお
待ちいただくこともございますので、ご了承ください。
スカイラウンジ内で休憩ができますので、バス出発までの時間をお過ごしくださ
い。完走賞（タオル）の配布はございません。

※後方からランナーが追い抜いて行きます。コースの左端を横に広がらずお歩
きください。

男性更衣テント

バスチケット販売

女性更衣テント
バ
ス
乗
り
場

給水

救護

FINISH

スカイラウンジ
(飲食・休憩ができます。トイレ有)

登りの部の参加者はこの時間までに荷物を早川小学校で預けてください(遅れるとゴールに荷物を運べません)
ウェーブ①～③ 10:00～10:30/ウェーブ④～⑤ 10:00～10:45



給水について

給水地点については、各種目スタート・ゴールに設置するほかコース上は下図の箇所に設置しています。コース上の給水は、新型
コロナウイルス対策によりすべてペットボトルでの提供となります。飲み終わったペットボトルはコース上に設置したゴミ箱にお捨
てください。また、山の天候は変わりやすいため、水分補給について不安のある方は、ハイドレーションパックなどのご利用をおす
すめします。

4.3km / 22.7km
31.3km/49.7km地点

8.5km / 18.5km
35.5km/45.5km地点

11.3km / 15.7km
38.3km/42.7km地点

アネスト岩田
スカイラウンジ

小田原料金所

桜のトンネル

湘南ビュー展望台 太閤憩の泉

富士山ビューポイント富士山ビューポイント

(スタート前・ゴール後
  及びWピストン折返) (折返地点、

および登りゴール後)

N

START FINISH

最新情報・お問い合わせ等

その他

記録表示サイト

・途中棄権について
　各種目とも、お近くの給水所にてお待ちいただき、最終走者の後ろを走る
回収バスによってゴール地点までお連れします。Wピストン・ピストンの
部で、山頂で競技を終了する方はバスにて下山していただきます。
・記録証の発行について
　今回は新型コロナウイルス対策のため、レース終了1時間後を目安に
Web上での発行となります。URLは
https://timesync.jp/puray/gekizaka2022/となります。
・表彰対象・表彰式について
　表彰対象は男女総合・男女年齢別3位までとなります。また今年度も、感
染症対策により表彰式は開催いたしません。
・計測について
スタート地点の計測ポイントから、ゴールまでの計測ポイントまでの記録
計測となります（ネットタイム）。順位はネットタイムをもとにした順位と
なります。最終的な順位確定については、すべてのランナーがゴールして
からとなります。
ウォーキングの部の計測はありませんのでご了承ください。

バスでの下山について

雨天決行ですが、荒天により参加者の安全が確保できないと判断された場合は中止とします。
その場合は 11月19日（土）AM5:30 までに、大会公式サイト、SNSなどで発表いたします。

大会公式サイト https://hakone-saisoku.com/

お問い合わせ先 メールアドレス  info@hakone-saisoku.com

大会開催の
可否について

出発：アネスト岩田スカイラウンジ

下山バスは13:00より随時出発します。
・下山チケットをお持ちの方
　バス乗り場の乗車待機列へお並びください。
・下山チケットをお持ちでない方
　販売所にて、下山バスチケット（1,000円）を購入後、乗車待機列へお並
びください。

降車：鈴廣かまぼこの里

※乗車は整列順となります。
※登りの部参加者で、“下山バスチケット”をお持ちの選手も乗車致します。
※箱根新道など、一般道を利用します。一般道利用の為、道路事情によっ
ては、到着が遅れる場合がございます。
　

https://timesync.jp/puray/gekizaka2022

鈴廣かまぼこの里で利用できる
500円分のご利用券が同封さ
れております。
ぜひお立ち寄りください！
（鈴廣かまぼこの里18：00閉店)


