
タブス・ザノースフェイス 

スノーシューレース 

 

本大会のコースは、水上高原ゴルフ場のコース内で行なわれます。冬季はクロスカントリースキーコ

ースとして利用されており、そのコースを利用した安全で基本的に走りやすいコースです。しかしなが

ら、あまり単調にならず雪上の楽しさも味わってもらうためにオフピステ（圧雪なしの天然の雪面）を

一部に交えた魅力あるコースを提供します。 

 

【開催日】 

２００５年２月２７日（日） 

 

【開催地】 

水上高原プリンスホテル／水上高原ゴルフ場エリア 

http://www.princehotels.co.jp/minakami/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【競技内容】 

スノーシューでの雪上マラソンレース 

 

【クラス】 

5km クラス男子  5km クラス女子 

10km クラス男子  10km クラス女子 

 

【表彰】 

各クラス男女別で上位 3位まで表彰（副賞あり） 

 

【参加資格】 

健康な中学生以上の男女（ただし未成年は保護者の承諾が必要） 

 

 

お車の場合 

 

関越自動車道水上 I.C.から 21km（平常時 40 分） 

 

※お車でお越しの方には、事前に無料駐車券を

お渡ししますので、ご希望の方は申込時にご

連絡下さい。 

※大会当日は駐車券を忘れずにお持ち下さい。

忘れた場合は駐車代 500 円が掛かります。 

電車の場合 

 

上越新幹線上毛高原駅からタクシーで 50 分 

または路線バス（1,650 円）  

 

上越線水上駅からタクシーで 35 分 

または路線バス（1,300 円） 



【参加費】 

5km 4,000 円（保険代含む） 

10km 5,000 円（保険代含む） 

スノーシューレンタル 1,000 円 

※ レンタルは希望者のみ。数に限りがありますので、申込順に予約を受け付けます。 

※ スノーシューの種類は選べませんのでご了承ください。 

 

【持ち物】 

● スノ－シュ－  長さ 53cm（21 インチ）、幅 20cm（8 インチ）以上で、 

          かつ、裏面は雪上を滑らない構造になっていること 

● 下着  保温性の高い吸汗・速乾性のもの（ポリプロピレン、ポリエステル素材）をお勧めします 

● 防寒着  フリ－スのベストなど保温性があり軽い物をお勧めします 

● アウター  透湿防水性のパ－カ－、ヤッケなどをお勧めします。 

● シューズ  ランニングシューズ、軽登山靴など各自の判断で使用して下さい。 

        防水性生地のシューズにスパッツ(ゲイター)を併用すると快適です。 

● その他  ゴ－グル(又はサングラス)、帽子、手袋などの防寒品。 

● 飲料水  基本的に給水所は設けない予定ですので、各自用意して下さい。 

※ストックの使用は禁止します。 

 

【申込方法】 

下記の申込記入事項をご記入の上、Ｅメール、ＦＡＸ、郵送のいずれかにて担当者までお送り下さい。

合わせて参加費、スノーシューレンタル代をお振込み下さい。 

 

【振込先】 

●銀行振込 

群馬銀行 水上支店  普通口座 ０３２０２９０ 

イーストウインド・プロダクション 田中正人 

●郵便振替 

口座番号 ００１９０－０－２９６８８５ 

口座名称 イーストウインドプロダクション 

 

【申込締切日】 

２月２０日（日）  入金の確認をもって申し込みの確定とさせていただきます。 

 

【キャンセル】 

申込受付後の参加費の返金はいたしません。 

 

【中止・変更】 

よほどの悪天候でない限り中止はいたしませんが、万が一中止となる場合は、延期はせずまた参加費の

返却も致しません。またコースに関しては雪の状態や気象状況により短縮される場合もあります。 



【お勧めの宿】 

水上高原プリンスホテル http://www.princehotels.co.jp/minakami/ 

※ 通常価格（1 泊 2 食）大人 1名 15,500 円、小人 1名 12,000 円を 

参加者特別価格（1泊 2食）で、大人 1名 13,000 円、小人（小学生以下）10,000 円 

ただし入湯税 150 円は別途となります。 

※ 参加者のご家族も割引料金が適応されます。 

※ 部屋はツインとなりますので、1 名で宿泊の方は 1 名 16,150 円となります。（入湯税 150 円は別途） 

※ 別途料金適応日は 2月 26 日チェックイン 27日チェックアウトのみです。 

※ 宿泊を希望される方は各自水上高原プリンスホテルにご予約を入れてください。予約の際に「2 月

27 日のタブス・スノーシューレースに参加」と一言添えて下さい。 

 

その他の宿泊については、下記ＷＥＢサイトを参照して下さい。 

水上の宿（水上町宿泊総合サイト） http://www.minakami.com/ 

 

【スケジュール】 

2 月 26 日（土） 

14:00－17:00 受付、レンタルシューズ受け渡し 

14:00- スノーシューのレンタル後は自由に練習可能 

2 月 27 日（日） 

07:30-09:00 集合、受付、レンタルスノーシュー受け渡し 

09:00-09:30 競技説明 

09:30-09:50 レース地点へ移動 

10:00 10km クラス スタート 

10:15 5km クラス スタート 

12:30 全競技終了 

13:00 表彰式 

13:30 レンタルスノーシュー返却、解散 

2 月 27 日（日） 

08:00-15:00 協賛メーカーによりスノーシュー試乗と販売会 

 

※ 受付は大会前日にも行います。スノーシューレンタルをご希望の方には、その際にスノーシューを

お渡しいたしますので、その後はご自由に練習できます。 

 

 

【主催】イーストウインドプロダクション 

【共催】カッパクラブ 

【協賛】ゴールドウイン株式会社 株式会社シークラフト 

【後援】水上高原プリンスホテル 水上町観光協会 水上町（予定） 



【併設イベント】 

「ＳＮＯＷ ＫＩＤＳ ＣＬＵＢ」 

お子様連れの方でも、スノーシュー大会に出場できる環境を提供します。またお子様本人も、様々なプ

ログラムに参加しながら、「雪遊び」を楽しんでいただけます。 

 

●対象  大会出場者の子供（４歳から 10 歳） 

※ただし、自分でトイレに行けることが条件となります 

 

●コース Ａコース：9:30～11:00 

Ｂコース：11:10～12:40 

Ｃコース：9:30～12:40 

 

●参加費 ＡコースおよびＢコース 各 1,000 円   Ｃコース 1,500 円 

 

●定員  各コース 7名 

 

●内容  １．スノークラフト（雪で色々なものを作ってみよう） 

２．スノープレイ（雪の中で遊んでみよう） 

３．スノークッキング（雪で冷やすデザートを作って食べよう） 

※各コース、1時間半の中で上記を行います 

 

●申込み 基本的には事前に申し込みをしていただきます。 

定員に満たない場合、当日の申し込みも受け付けます。 

参加費は当日徴収いたします。 

 

●その他 おやつを作って召し上がっていただきますので、アレルギーのある方は事前にお申し

付けください。 

屋外での体験ですので、風邪を引いているなど体調の悪い場合には参加をご遠慮いた

だきます。 

雪遊びのできる服装（スノーウェア・スノーブーツ・手袋など）で防寒をしてご参加

ください。その他の持ち物は必要ありません。 

 

 

●申込み、問合先  小橋千里・土屋満理恵（所属：カッパＣＬＵＢ） 

  〒379-1614 群馬県利根郡水上町寺間 18 

  TEL 0278-72-1372   FAX 0278-72-1373 

  raft@kappa-club.com 

 



スノーシューレース参加申込書 
スノーシューレースに参加される方は、以下を記入して担当者までお送りください。 

①氏名  

②ふりがな  

③性別 男  ・  女 

④所属（あれば）  

⑤生年月日     年   月   日 

⑥郵便番号  

⑦住所  

 

⑧電話番号  

⑨携帯電話番号  

⑩メールアドレス  

⑪参加クラス 5 k m  ・  10km 

⑫スノーシューレンタル 希 望 す る ・ 希望しない 

⑬駐車券 希 望 す る ・ 希望しない 

以下は宿泊される方のみお答えください。 

2 月 26 日に水上高原プリンス

ホテルに宿泊される人数 
         人 

 

【お問い合わせ・お申し込み】イーストウインドプロダクション 

〒379-1611 群馬県利根郡水上町鹿野沢 637 Ｍ3-2 

TEL&FAX 0278-72-9292 

担当 竹内靖恵 suetakeuchi@adventure-race.net 


