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5月20日（土）
本大会・交流会

5月21日（日）
利賀を楽しむオプショナルツアー

ロングコースの部
ミドルコースの部
ショートコースの部
トライアルコースの部 金剛堂山ツアー

そば打ち体験
イワナ釣り体験
山菜採りツアー
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31.9km
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12.9km

レース後は、選手・ボランティア・地元住民を交えての大交流会（後夜祭）。
みんなと触れ合って利賀村の人なつこさを実感してください。

協賛

主催　TOGA天空トレイル大会実行委員会　　　　　　　共催　　　　　　　　・利賀地域自治振興会

2017

利賀村建設業協会　利賀スポーツクラブ

富山県南砺市利賀村

回 スポーツ庁長官賞（第1号）受賞記念

5 20sat

2017.

21sun
と　が

212 日（日）

と がと がと　が

ようこそ、利賀のおもてなしへ

2



TOGA TENKU TRAIL RUN 2017  03

　第４回TOGA天空トレイルランが、全国各地から900名を超える選手および関係者の皆様をお迎えし、ここ南砺市利
賀村において開催できますことを大変うれしく思います。参加される選手の皆様をはじめ、本大会に集うすべての皆様
に対しまして、心から感謝と歓迎を申し上げます。
　昨年、人口減少・高齢化の進む地域において、若者を含む交流人口の拡大に寄与し、地元のお年寄りも喜んで参画
できる仕組みを作り、ネパールやギリシャとも連携した天空の国際都市・利賀村の新たな試みが評価され、スポーツ庁第
１号認定となるスポーツ庁長官賞を受賞いたしました。地元南砺市として大変喜ばしい限りでございます。
　さて、報道でご承知のとおり、1月16日に大規模な土砂災害が発生いたしました。付近の民家や市有施設など10棟
が全半壊し、避難生活も余儀なくされています。国・県・南砺市では土砂流出の監視を強化するとともに、早期の復旧作
業を行っているところです。
　南砺市利賀村は少子高齢化・過疎化に拍車がかかり、人口600人を割る小さな地域となっておりますが、サブタイトル
「ようこそ、利賀のおもてなしへ」にもありますように、土砂災害に負けず地域住民が総出となって、訪れた方々の心を温
かくする「おもてなし」で皆様をお迎えすることでしょう。
　結びに、多くの方 と々のふれ合いや交流の輪が広がることが南砺市利賀村の活性化を生み出すものと信じておりま
す。南砺市利賀村でこのような大会を開催できますことを誇りに思うと同時に、本大会が今後益々発展することを祈念し
て、私のご挨拶とさせていただきます。

　皆様、ようこそ富山県南砺市利賀村へお越しくださいました。心より歓迎申し上げます。第４回TOGA天空トレイルラ
ンが今年も盛大に開催できることを深く感謝申し上げます。
　今回で4回目を迎えますが、昨年スポーツを通じた健康づくりや観光、ツーリズムや産業振興、地域振興に貢献した
団体として、スポーツ庁第1号認定となるスポーツ庁長官賞を受賞するとともに、地域の賑わいづくりに貢献した団体とし
て北日本新聞地域社会賞を受賞することができました。これも、参加されました選手の皆様、ご家族の皆様、そして協
賛各社の皆様のおかげです。誠に感謝申し上げます。
　さて、報道でご承知のとおり1月16日に地滑り災害が発生し、早急な復旧工事が進められています。2月10日から開催
する予定でありました北陸最大級の冬のイベント「南砺利賀そば祭り」が道路状況並びに来場者の安全を考慮した
結果、止む無く中止となり、利賀地域住民にとって大変気持ちが沈んでおります。地すべり発生箇所は全部門において
コースとなっていた場所で、災害発生以後、TOGA天空トレイル大会実行委員会では選手・運営スタッフおよび応援さ
れるご家族の皆様の安全確保ができるコースを検討し、今回の大会を開催する運びとなりました。
　災害以後、参加される選手の皆様および協賛各社の皆様から励ましのお言葉をいただき、私たちは大変勇気づけ
られました。当初のコースから変更を余儀なくされた今大会ではありますが、「おもてなし」の心は変わりません。土砂災
害に負けず、参加される皆様を心からおもてなししたいと思っております。
　最後になりましたが、開催にあたりましてご尽力、ご協力くださいました各協賛企業様、各協力団体の皆様、そして県
内外からお越しのボランティアの方 に々心よりお礼を申し上げまして、ご挨拶といたします。

南砺市長　田中幹夫

実行委員長　野原宏史



雪深い利賀も徐々に雪解けが進み、この日を
迎えられました。第4回を迎えるこの大会。魅
力のひとつであるおもてなし、そして新緑。
レースでは苦しい場面もあるかと思います
が、それらを楽しみながら利賀をめいっぱい
楽しんでください！

昨年はじめて利賀を訪れ、一気に利賀ファンになりました！
TOGA天空トレイルを【命の洗濯トレイル】と呼ぶほど、都会の喧騒
を忘れて走りに没頭できる最高の田舎っぷりが実に魅力的で、心が
キレイになるんです（そんなに汚れてるつもりはないのですが笑）

すでに利賀ファンの皆さん、そし
て今回利賀ファンになるであろう
参加選手の皆さんとご一緒でき
ることを楽しみにしています。
利賀の豊かな大自然、地元の皆
さんの温かな応援とおもてなし
を堪能しながら、素敵な時間を
過ごしましょう。

ウォー
ターステーションエイド

ステーシ
ョン＆

コース上に飲料を補給できるウォーターステーションを4カ所、
飲料と食料を補給できるエイドステーションを2カ所、合計6カ所
の補給所を設けます。このうち、ロングコースはすべてを、ミドル
コースは5カ所を、ショートコースとトライアルコースは2カ所を
ご利用いただけます。A1の上百瀬コミセンでは、清流そうめん、
利賀豆腐、味噌汁、漬物を、A2のそばの郷では、利賀そば、おに
ぎり、利賀豆腐を提供する予定です。食べ物はすべて地元住民
による手作りです。また、すべてのウォーターステー
ションとエイドステーションで、水、コカ・コーラ、アク
エリアスなどの飲料をご用意しています。
※マイカップ、マイ箸またはフォークなどをご持参の
うえ、ごみの減量化にご協力ください。

選手の皆様に気軽に参加していただける
よう、 幼児・児童の預かサービスを実施し
ています（要事前申し込み）。保護者全員
が大会にエントリーして、お子様の養育
ができない場合にご利用いただけます。
預かり時間は、8：15～17：00です。お
預かりできるお子様の年齢は、4歳以上
小学4年生までです。
なお、会場では絵本の読み聞かせ（入場
無料）も行っております。こちらは出走前
のお子様でもご参加いただけます。

児童
・幼児

預かり

大会翌日に利賀の自然と触れ合っていただきたく、4つのオプショナルツアーをご用意
しました。人数にゆとりがあれば当日まで受付可能です。ぜひこの機会に利賀の人々と
触れ合ってみてください。

小出徹さんや現地ガイドとトレイルや植物についておしゃべりをしながら、東俣登山道
から金剛堂山の前金剛（1,638m）を目指します。片道約5kmの道のりです。

利賀といえば、そば！ 自分で打って食べるそばは格別です。

利賀は山菜の宝庫。山菜名人がご指導します。

利賀の自然が育てたイワナを釣って食してみてください。

交流会にはボランティアの皆さんや住民を交えた大会ス
タッフも参加します。ぜひ、利賀村のおもてなしをご堪能
ください。手打ちそば、山菜、岩魚、五平餅など利賀ならで
はの味覚をお楽しみください。会場では古くから利賀地域
に伝わる民謡「麦屋節」などの郷土芸能を披露するほか、
トークショー、トレイルランニンググッズが当たるクイズや
抽選会なども行う予定です。

交流会

5月20日（土）18時～6,000円

5月21日（日） 8時～12時 各4,000円
オプショナルツアー

※オプショナルツアーのみの参加も可能です。
　各プランとも昼食付きです。①金剛堂山ツアー

②そば打ち体験

③山菜採りツアー

④イワナ釣り体験

吉田 香織さん
（TEAM R×L）

小出 徹さん
（Team SALOMON）

TOGA Outdoor NavigatorGuest Runner
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ようこそ、利賀のおもてなしへようこそ、利賀のおもてなしへ
と　　が

■開催要項

■競技規則・注意事項

(1) 本レースは、定められたコースの所要時間が短い選手から順位を決定します。
●順位決定方法

(1) 参加者は、各種目のスタート15分前から選手の整列を行いますので、遅れないように集合してください。
(2) ナンバーカード（ゼッケン）・計測チップ・参加賞は受付にて交付します。
(3) 種目変更は認めません。
(4) 申込後のキャンセルなど、いかなる理由がありましても参加費の返金はいたしません。
(5) 参加者は大会規約を遵守し、いかなる事故やアクシデントにおいても自己責任とする旨の誓約書を提出いた
だきます。

●注意事項

(1) ストックの使用は全コースにおいて禁止します。
(2) コースから外れることを禁止します。また、コース上及び全区域で動植物等を採取することを禁止します。
(3) コース周辺には湧水、滝、川の水が流れていますが、飲んだ後体調を崩したとしても本大会は責任を負いかね
ます。

(4) ごみは絶対に捨てないでください。

●自然保護に関するルール

(1) けが、病気などで身動きができない選手や大会関係者と遭遇した場合は、その救助を優先し、最寄りのスタッ
フもしくは大会本部へ連絡してください。大会本部の連絡先はナンバーカード引換時にお渡しします。 

(2) 競技が安全に行われるために、大会実行委員会では可能な限りのコース整備と救助及び医療援助体制を
準備しています。しかし、選手はトレイルランという自然の中で行われる競技に危険が伴うことを十分に認識し、
けが、病気、事故などに対して自己責任において大会に出場してください。

(3) コース上にランニング・ドクター（移動観察医師）、マーシャル・ランナー（移動観察人）を配置し、近距離であれ
ばけが人のもとに救護に向かい、応急処置を行います。

(4) 医師と救護者にはこれ以上競技を続けられない選手に、競技を中止させる権利があります。その際にナン
バーカード等も回収する場合があります。 

(5) 環境や状況により、救助が到着までに長くかかる場合があります。特に、スノーバレースキー場山頂付近で救
助が必要になった場合、搬送までに時間を要します。

(6) 医師や救護者に処置を受けた選手は、レース後に必ず専門医を受診してください。
(7) レースを中止した場合、フィニッシュ会場まで収容バス、またはサポート車を使って戻ることができます。実行委
員会が用意した車両等以外を依頼するときは、自己負担とします。

(8) 大会主催者は、選手の事故やケガなどに備えて損保ジャパン日本興亜株式会社のレクリエーション補償プラ
ン（傷害保険）に加入しています。補償の範囲は次のとおりです。死亡・後遺障害：300万円、入院3,000円/
日、通院2,000円/日

　  山岳保険には加入していません。各自で加入することをお勧めします。

●救助及び医療援助について

(1) エイドステーションには、手打ちそばや清流そうめん、五箇山とうふ、旬の山菜など利賀ならではの食材や飲料
が用意されますが、各自最低限必要と思われる水分や食料は必ずお持ちください。特に、ロングコース、ミドル
コースの部出場者は、スタート時に水1リットル以上の携行を義務付けます。また、マイカップ、マイ箸またはマ
イフォークをご持参のうえ、ゴミの減量化にご協力ください。

(2) 選手の家族や友人による私的サポートは可能ですが、他の選手の迷惑にならないよう心がけてください。
(3) 明らかに他の選手に迷惑をかけていると判断された場合、その場で競技を中止していただく場合があります。

●エイドステーションと私的サポートについて

(1) 選手が以下のルールに反したり、スタッフの注意に従わなかった場合は、失格の対象になるほか、その場で
レースを中止させられることがあります。

●禁止事項

(1) 途中棄権する場合は、その旨を必ずスタッフへ申告してください。また、ICチップを必ず大会本部へ返却してくださ
い。 

(2) 自力で動ける選手は、次の、または手前のエイドステーションまで移動してください。自力で移動できない場合は、ス
タッフまたは大会本部の指示を受けそれに従ってください。

●リタイヤ（棄権）について

(1) 大会で撮影した写真などの肖像権は主催者に帰属する旨を承知の上ご参加ください。
●撮影について

下記の事由により、大会の開催、継続が困難であると判断した場合は、主催者は大会の中止または大会途中の
中断を決定します。大会開催日の順延はありません。
その際は競技開始前、開始後に関わらず、参加費等の返金はいたしません。参加賞についてはお渡しします。
(1) 気象警報発令時
(2) コース途中におけるがけ崩れ、落石などランナーの安全を確保できないと判断される場合
(3) 国道471号線等の幹線道路が雨量規制等で通行止めになった場合
(4) 大会中止の判断は大会当日または前日までに大会公式サイトで発表します。
(5) 地震、風水害、事件、事故、疫病などが発生した場合

●大会中止基準

※収容に時間がかかる箇所もあります。体力に自信が持てないときには、ひとつ手前のエイドステーションでリ
タイヤの申告をしてください。巡回車両または収容車で会場へ戻ることができます。

　　1．コースをショートカットしたり、はみ出すこと
　　2．必携品を装備しないこと
　　3．ゴミを捨てること
　　4．不正行為（乗り物の使用、代走、その他法律に抵触する行為）
　　5．ICチップの不携帯
　　6．大会スタッフの医師、看護師、救助者の指示に従わないこと
　　7．関門時刻後にも関わらずレースを続けること

表 彰

主催　TOGA天空トレイル大会実行委員会

実施体制

共催　北日本新聞社・利賀地域自治振興会

　

ロングコース

ミドルコース

ショートコース

トライアルコース

・総合の部　男女各6位
・年代別（30代以下（高校生～30代）／ 40代／ 50歳以上）男女各3位
・総合の部　男女各6位
・年代別（30代以下（中学生～30代）／ 40代／ 50歳以上）男女各3位
・総合の部　男女各6位　
・年代別（小学生／中学生／ 30代以下（中学生～30代）／ 40代／ 50歳以上）男女各3位
・総合の部　男女各3位　

5月20日（土） レース・交流会
5月21日（日） オプショナルツアー
富山県南砺市利賀村上百瀬49 利賀国際キャンプ場メイン会場

開 催 日

種目・距離・募集定員

ロングコースの部 
ミドルコースの部 
ショートコースの部
トライアルコースの部

9,000円
8,000円
6,000円
6,000円

40.9㎞
31.9㎞
18.5㎞
12.9㎞

400名
300名
100名
100名

高校生以上
中学生以上
小学校5年生以上
小学生以上

9時間30分（途中関門あり）　

9時間（途中関門あり）

5時間30分

4時間１５分

※ショートコース、トライアルコースの部に小学生が参加する場合は、なるべく保護者とご一緒にご
参加ください。小学生はともに3,000円です。

※参加費には傷害保険、記念品などの費用が含まれています。
※申込受付後の参加費は原則として返還いたしません。
※宿泊費・交流会参加費・オプショナルツアー代金は別途必要です。

2017年

協賛　アメアスポーツジャパン（株）・（株）ゴールドウィン・グループ・ ロシニョール（株）・日清ファルマ（株）・北陸コ
カ・コーラボトリング（株）・スポーツショップランナー・（株）アクタ・（有）さかいやスポーツ・（有）ネオディレクション・ネオ
システム（株）・アディダスジャパン（株）・（株）デサント・日本薬品開発（株）・武田レッグウェアー（株）・（株）アリスト・
利賀村建設業協会・利賀スポーツクラブ
後援　富山県・富山県観光連盟・南砺市・南砺市観光協会・北日本放送㈱・富山テレビ放送㈱・㈱チューリップ
テレビ・となみ衛星通信テレビ㈱・富山エフエム放送㈱・㈱エフエムとなみ
協力　利賀地域区長会・利賀地域審議会・利賀ふるさと財団・南砺市商工会利賀村支部・利賀地
域体育協会・利賀村民宿組合・富山県西部森林組合利賀支所・となみ野農業協同組合利賀支店・
百瀬川生産森林組合・富山県文化振興財団利賀芸術公園・南砺警察署・砺波地域消防組合南砺
消防署・南砺市消防団利賀方面団・利賀公民館・利賀スキークラブ・NPO法人利賀飛翔の会・NPO
法人利賀山川まもる・利賀村老人クラブ連合会・利賀村青年団・利賀婦人会・利賀赤十字奉仕団・
利賀ゼミほか

冬場は数メートルもの雪が降り積もる富山県南砺市利賀村。
今年はその冬場に大規模な土砂災害が発生し
寒いさなかに避難生活を余儀なくされた住民もいます。
この地滑りの影響で、1986年の旧利賀村時代から30年以上続く
南砺利賀そば祭りも中止に。地域住民からは落胆の声があがりました。
果たして、TOGA天空トレイルランは実施できるのか、
コース変更は間に合うのか…。
検討を重ねた結果、楽しみにしている選手の皆さんはもちろん、
迎える住民のためにも実施したほうがよいという結論に至りました。
この第4回大会は、大会に対する住民の強い思いが結実し、実現に至りました。
ようこそ利賀のおもてなしへ。
災害に負けない住民が総出となって、皆様を温かくお出迎えします。




