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ミニアドベンチャーレース「第四回ハラダカップ」報告書 

 

 12 月第 3 週の日曜日に恒例の「第四回ハラダカップ」が開催された。心配していた天候も、予想外の好天に恵まれ

（この時期にしては暑いくらいの気温となった）、ハラダカップ史上、最大の 18 チーム 49 名の参加となった。 

申込みをしてきた、各チームのメンバーを見ると、アドベンチャーレース界でおなじみの強豪の姿も見られ、コースク

リエイターの私としても、楽しめて、なおかつある程度手応えのあるコースを作らなければとのプレッシャーを感じてい

た。そのため、従来のハラダカップのコンセプトである、以下のポイントに加えて、新たな仕掛けを設定することにより、

いいコースを作れるのではないかと考え、コース設定を共同開催者の今井さんと一緒におこなった。 

 

★ハラダカップのコンセプト 

※原田自宅スタート、自宅ゴール 

  ※体力を奪う、大きな標高差のあるアップダウンを避ける 

  ※地図読みを重要な要素とする（読図ができないと完走は困難な設定） 

  ※マウンテンバイクはなるべく快適に乗れるコース設定にする 

★今大会の新たな設定 

  ※ミステリーポイント（地図上に記載されていないチェックポイント CP16）を設け、それを洞窟の中にしたこと。 

  ※武蔵五日市エリア（あきる野市・日の出町）の知られざる、山、自然保護地域、神社、公園等を巡ることをテーマ

とした（最後のチェックポイントの裏の問題につながる）。   

 

 ベテランの参加者がいる一方、初心者の方の参加も目立っていたが、今大会は今までにない多彩な方々が参加し

ており、その一例として、はじめて関西（京都・滋賀）から参加のチームがいたり、親子参加のチームもあった。またチ

ーム SST は、私がアレンジした 1 人参加の方が 3 人集まっていたが、うち 2 人が偶然にも知り合いだったということも

あった。 

 

ここでなぜ、「ハラダカップ」をはじめたのかということについても触れていきたい。大きく分けると以下の 2 つの要因

が挙げられる。現在、自分自身、子育て真っ最中の状況で、自分が登山をはじめ、色々とアウトドアで遊ぶ機会が減

少した中で、自分が昔から好きなアドベンチャーレースを自宅開催（自宅スタート自宅ゴール）すれば、家族サービス

しながら、自分も楽しめると考えたのが 1 つ目の要因。 

また、周辺の素晴らしい低山は、地形図に登山道の記載がなく、読図に最適であり、トレイルランニング優勢の状況

の中、アドベンチャーレースの本来の楽しみである、（体力勝負だけではない）、読図・チームワーク・わくわく感を楽し

んでいただきたかったのも 2 つ目の要因である。 

 

大会の概要はこうだ。 

第 1 ステージ トレッキング・・・スタート地点（原田自宅）→CP1→CP2→スタート地点（MTB ステージへ） 

第 2 ステージ マウンテンバイク・・・CP3→CP11（MTB を置く） 

第 3 ステージ トレッキング・・・CP11→CP17→CP11（MTB 置いた所） 

第 4 ステージ マウンテンバイク・・・CP11→CP18→ゴール地点（原田自宅） 

 

以下地図参照 



 

コンパクトなエリアながら、非常に変化に富んだ、武蔵五日市エリア（日の出町・あきる野市）を堪能できるコースが

つくれたと思う。 

 



  

いよいよ開会式。真剣にブリーフィングを聞く、各チーム。今回、初めて地元の会館を貸し切った。 

  

スタート前の集合写真                  

 

★第 1 ステージ トレッキング 

なごやかなスタート。しかし、その後明暗を分けた・・・。 

レースは、優勝候補の「チームすれちがい」（昨年優勝メンバーあり）が抜け出す。一方、いきなり迷うチームも多数

出てきた。標高が低いゆえに地形を読みづらいところがあり（私有地に入ってしまうチームも。事前の案内不足で、

ご迷惑をかけました）、予想以上に迷走するチームもあった。それでも、上位チームは順調に突破し、次のマウンテ

ンバイクセクションへ！ 

 

   いざスタート！ 



★第 2 ステージ マウンテンバイク 

  マウンテンバイクセクションは一番コースが長いセクション。まずは、車道から「小机・横沢林道」に入り、東京都の

里山保全地域である「横沢入」を通過。その後車道をへて、いよいよ登山道へ（以下写真）。快適に乗れる道あり、急

な下りあり、担ぎあり、読図ありの多彩なコースで、道を間違うチームも見受けられた。 

  

  

第 2 ステージへ出発！                       いよいよ登山道へ 

  

        コース中の急斜面                            山サイ大好き！ 

  

        快適なダウンヒル                         最高の天気。いざ CP10 へ！  



  

            ココペリ（CP10 手前）                   正しい道はそっちじゃないよ・・・ 

 

★第 3 ステージ トレッキング 

今大会の核心部、読図力が試されるトレッキングセクションへ。途中ルート選択によっては、藪漕ぎもあり。ここで大

きく迷うチームもあり、順位変動も見られた。 

地図上に記載のない、CP16 がミステリーポイントの洞窟（弁天洞窟）。事前にヘッドランプを用意してもらい、真っ暗

な中でチェックポイントを探してもらった。感想を聞くとやはり楽しかったようで、このポイント設置は成功だったのでは

（逆にここに行かせるために全体を組み立てたといっても過言ではない）。なるべく、全チームを行かせてあげたかっ

たポイントであったが、18 チーム中 13 チームにとどまった（行けなかったチームはすみません）。 

  

 チェックポイントを発見したそういちろう君（8 歳）          ミステリーポイント「弁天洞窟」 

  

            洞窟内部                     2 年連続優勝を果たした小幡選手！ 



  

        チェックポイント発見                     読図するトップの「チームすれちがい」 

  

          いざＣＰ17 へ！                         洞窟終了後のココペリ 

 

★第 4 ステージ マウンテンバイク 

あとは CP18 を通ってゴールにいくのみ。CP18 の裏に「今回通った、山、神社、公園、自然保護地域の名前を挙げ

よ」という問題があり、1 ヶ所あてると、1 ヶ所ごとにゴールの時間から 3 分ひけるというボーナスが得られた。 

 

★いよいよゴール 

 レースはトップの「チームすれちがい」が一時、2 位のココペリに詰められたが、再び突き放し、結局、最後まで抜か

れることはなく、ダントツの優勝！トップのゴール予想タイムは 6 時間であったが、それを大きく上回る 5 時間 33 分と

完全に脱帽であった。 

2 位以下は CP12 で「ココペリ」「チームたぬきのきんたま」「上がり待ちチーム」の 3 チームがほぼ同着したものの、

「上がり待ちチーム」が CP14 で迷い、脱落。「ココペリ」が 2 位を確保していたが、重鎮が足を痛めている間に「チーム

たぬきのきんたま」が抜き返し、2 位でゴール。4 位は強豪選手のかーさんこと鈴木選手がいる女性 3 人チームの「ち

ゃりチェリ☆3 人娘」が堂々の上位入賞。5 位はさすがの「ちゃりチェリ☆殿と姫」が続き、上位争いをしていた、「上がり

待ちチーム」は 6 位に沈んだ。 

事前のコース設定で、自分と共同開催者の今井さんが下見をしたときに、自分たち自身も何回か迷ったこともあり、

（制限時間内での）完全完走は半分の 9 チームと予想し、開会式で発表したところ、なんと結果的に完全完走チーム

数は 9 チームであった。 



  

        チームそういちろうの勇姿                  優勝おめでとう！強かった。 

  

   見ての通り。2 位「チームたぬきのきんたま」   3 位のココペリ 重鎮おつかれさまです 1 人違う人が 

  

  チームリネア 築地からありがとうございました！   さすがです！4 位の「ちゃりチェリ☆3 人娘」 

 オカシナ部すみれ、あやめ おつかれさまでした！ 



皆さんの感想を聞くと、「予想よりきつかった」「なめていた」「コース設定者の性格が悪い」「ミニアドベンチャーレース

からミニを取ってほしいとの要望も（笑）」という意見もあったが、全体的には楽しんでいただけたようで、非常によかっ

た。ただ、細かい点では、多々反省点があるので、次に向けて改善をしていきたい。 

 

閉会式 

     
優勝した「チームすれちがい」 名前と裏腹にいいチームワークでした。 

 

★結果（レースの詳細、及びこの報告書・写真は別途、各チームに配信します） 

 

第四回ハラダカップ最終順位

以下完全完走

順位 チーム名 最終タイム
ボーナス
ポイント

実質タイム 備考+主催者コメント

優勝 チームすれちがい 5時間9分 -24分 5時間33分 ダントツ。小幡選手は2連覇。主催者の予想を上回る好タイム。

2位 チームたぬきのきんたま 5時間49分 -30分 6時間19分 途中までTOPチームと競っていた。来年は優勝狙える！

3位 ココペリ 6時間15分 -12分 6時間27分 重鎮チームさすがの読図で上位へ、最後足つらなければ・・・

4位 ちゃりチェリ☆3人娘 6時間21分 -21分 6時間42分 さすがに強豪チーム。全員女子チームでこの順位はすごいです。

5位 ちゃりチェリ☆殿と姫 6時間28分 -24分 6時間52分 ちゃりチェリ2チームとも、さすがの上位進出。

6位 上がり待ちチーム 6時間39分 -15分 6時間54分 CP13で迷ったものの、途中まで上位をKEEP。

7位 米人～こめんちゅ～ 6時間53分 -12分 7時間5分 第ニ回優勝の実力を見せ、無事完走。唯一のご夫婦チーム。

8位 オカシナ部すみれ　＊1 7時間3分 -27分 7時間30分 「CP6、14でやられた」とのコメントをいただきましたが、見事完走！

9位 千葉県代表　　　　　＊2 7時間4分 -15分 7時間19分
色々無くし物をしたようで、閉会式後夜のステージへ。CP6を外していた
だき、助かりました！

＊1 表彰式は9位と発表しましたが、こちらのミスで順位の変動がありました。申し訳ありません。
＊2 表彰式は8位と発表しましたが、こちらのミスで順位の変動がありました。申し訳ありません。

以下完全完走ならず（あえて順位をつけた場合）
順位 チーム名

10位 オカシナ部あやめ

11位 TRY！EARTH

12位 大阪大学　軽音ROCK

13位 SST

14位 4ALL

15位 それいけ撃沈隊

16位 UNIHENアドベンチャー

17位 チームリネア

18位 チームそういちろう

CP7まで到着（コントロールカードより）。通過CP1-7　大変だったと思いますが、またよろしくお願いいたします！

通過CP3、4、11　　　　　　　　　　　　　　　　　今大会、初の親子チーム。今度は親子部門の開催もしたいですね。

備考+主催者コメント
CP11の到着時間　14：15で判断。通過CP1-11、15-17　　参加いただき、ありがとうございました！次回も楽しめ
るコースを作れるように頑張ります。
CP11の到着時間　14：22で判断。通過CP1-11、13、15、16、18　　読図力がついたら、次回は優勝候補ですね。
CP11の到着時間　14：43で判断。通過CP1-11、15、16、18　　　楽しんでいただけましたか？次回もよろしくお願
いいたします。
CP11の到着時間　14：59で判断。通過CP1-11、15、16　　　1人参加者が集まったチームでしたが、チームワー
クよかったようですね。またの参加をお待ちしています。

CP11の到着時間　15：13で判断。通過CP1-11、18　　　事前の情報がうまく、伝わらず申し訳ありませんが、また
参加してください。MTBレンタル助かりました。
CP11の到着時間　15：37で判断。通過CP1-11、18　　　最初で迷わせてしまいましたね。これに懲りず、よろしく
お願いいたします。
CP10まで到着（コントロールカードより）。通過CP1-10、18  　　関西からわざわざ、ありがとうございました！

 
 

 

 

 

 



 

★最後に 

 参加者の皆様、はるばる遠路より「ハラダカップ」ご参加いただき、まことにありがとうございました！事前の準備、レ

ース中等至らぬところがあり、ご迷惑をおかけしたことも多々あったと思います。改めてお詫び申し上げます。最終的

には、皆様の笑顔に支えられ、無事に終了することができました。来年もご参加いただけますよう、よろしくお願いいた

します。  

また共同開催者の今井さんなしでの開催はありえなかったです。本当に助かりました。ありがとうございました。 

レース後の食事をふるまってくれた妻にも改めて感謝します（今回一番人気だったのはこれかも）。 

その他、準備段階や大会当日も、食事の準備や片付け等、多くの方々にお手伝いをいただき、感謝の気持ちでい

っぱいです。次の第五回大会に向けて、準備をしていきたいと考えております。 

 

 告知宣伝にご協力いただいた「日本アドベンチャーレース協会」の竹内さんにも心より御礼を申し上げます（報告書

が遅くなり、申し訳ありません）。 

 

 

文責：原田 明広 

  

 

  

     

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  



 


