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第５４回山梨県一周駅伝競走大会 通過中継所の利用上の情報

１１／２７

調査担当者 保坂 典１ 県地場産業センター東

緊急の連絡先 甲府市体育協会 係長 小田切 浩一 様

055 237 1641かいてらす ( )

中継所主任 望月三千雄

役員の駐車場 大駐車場（未舗装の場所） かいてらすの駐車場は使用不可

選手付添の駐車場 大駐車場（未舗装の場所） かいてらすの駐車場は使用不可

トイレ 地場センタ－施設内（奥の方）

雨天時の避難場所 無し

女子の更衣場所 無し

その他 中継所と離れているため交通に注意

中継所左側の「資材置場」には、立ち入らないこと

ボルド－ 典２ 調査担当者 保坂

緊急の連絡先 甲府市教育委員会 スポーツ課 小林 裕太 様

055 233 4427ボルドークラッシックハウス事務室 ( )

中継所主任 竜沢 正敏

役員の駐車場 結婚式があるので、整然と駐車のこと ※国道への出入指導要す

選手付添の駐車場 結婚式があるので、１チ－ム１台整然と駐車のこと

トイレ 屋外に１箇所ある

雨天時の避難場所 正門を入り、右側に少しある

女子の更衣場所 狭いが１箇所ある

!!その他 走り終わった選手が、来客の前で寝そべったりしないこと

調査担当者 志村 篤男３ 山梨市役所

緊急の連絡先 山梨市教育委員会 生涯学習課 塩澤 俊貴 様

中継所主任 宮澤 健一

役員の駐車場 市役所駐車場

選手付添の駐車場 市役所駐車場 （ロータリー内は進入禁止です）

トイレ グランド管理棟付設トイレを利用する

雨天時の避難場所 市役所庁舎南側のテラス下を利用する

なし女子の更衣場所

その他 グランドは、使用可能である
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調査担当者 広瀨 文彦４ ハーブ庭園

緊急の連絡先 甲州市教育委員会 生涯学習課 荻原 良樹 様

0553 44 3715ハーブ庭園 支配人 川上 和彦 様 ( )

中継所主任 益田 正清

役員の駐車場 小型乗用車駐車場

選手付添の駐車場 ５０Ｍ先の第３駐車場を利用する

トイレ 室内・室外共に使用可能

雨天時の避難場所 園内建物周辺利用

女子の更衣場所

その他

調査担当者 広瀨 文彦５ 日影消防詰所

緊急の連絡先 甲州市教育委員会 生涯学習課 金子 猛 様

0553 48 2605日影区長 佐藤治光 様 ( )

中継所主任 古屋 正友

役員の駐車場 消防詰所 ６台 荷物車は道路沿い

選手付添の駐車場 スポ－ツ公園（私有地）

トイレ 消防詰所

雨天時の避難場所 消防詰所は、狭いので譲り合って使用すること

女子の更衣場所

その他 中継所主任は、当日の朝、日石給油所に挨拶をお願いします

調査担当者 坂本 司６ 笹子天野公園

緊急の連絡先 大月市教育委員会 社会教育課 小林 修 様

518 0554 25 2010笹子町黒野田 天野 昭七 様 ( )

中継所主任 小宮山 篤

役員の駐車場 天野公園内にあり

選手付添の駐車場 天野公園内にあり ※飲食物の散乱なきよう片付け注意

トイレ 天野公園内にあり

雨天時の避難場所 無し

女子の更衣場所

その他 広場は使用できるが、午前１０時以降に駐車可能



- 3 -

調査担当者 坂本 司７ 大月東中学校

緊急の連絡先 大月市教育委員会 社会教育課 小林 修 様

中継所主任 山口 善弘

役員の駐車場 大月東中学校 校門前

選手付添の駐車場 チーム１台に限り、大月東中学校 校門前

トイレ 中学校敷地内あり（校庭）

雨天時の避難場所 無し

女子の更衣場所

その他 中継所前の「カネ電」さん前は営業の為、駐車しないこと

調査担当者 木村 光男８ 山日 都留支局YBS

緊急の連絡先 都留市教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興担当

中継所主任 渡辺 長重（横溝 菊雄 ）

役員の駐車場 全線審判員・荷物車は山日支局 台、コンビニ 台5~6 3

選手付添の駐車場 消防本部駐車場 台、 会館駐車場 台10~13 YLO 10~15

トイレ 山日支局内 コンビニ 消防署 会館YLO

雨天時の避難場所 山日支局内 会館１階会議室YLO

女子の更衣場所

その他

調査担当者 木村 光男９ エネオス日山三ツ峠給油所

緊急の連絡先 西桂町教育委員会 社会体育係 小野田壮一朗 様

0555 25 2392日山石油三ッ峠給油所 ( )

中継所主任 酒井 和夫

役員の駐車場 給油所内 全線審判 ４台 荷物車は中継所内

選手付添の駐車場 給油所内 近隣のコンビニ

トイレ 給油所内

雨天時の避難場所 給油所内車庫

女子の更衣場所

ビデオショップ駐車場使用不可その他
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調査担当者 渡邉 保G 富士吉田市役所

緊急の連絡先 富士吉田市教育委員会 生涯学習課 ( ) (直通)0555 22 8261

生涯学習課 主幹 長田 虎武 様

ゴール主任 宮下 清光

役員の駐車場 指定駐車場へ

選手付添の駐車場 指定駐車場へ （指定駐車場以外は、駐車不可）

1F 2F 3Fトイレ 市役所内

雨天時の避難場所 市役所内 ロビ－

女子の更衣場所

その他

調査担当者 渡邉 保１１ 富士急本社西

緊急の連絡先 富士吉田市教育委員会 生涯学習課 ( ) (直通)0555 22 8261

生涯学習課 主幹 長田 虎武 様

中継所主任 真田 昭

役員の駐車場 ホテル前の駐車場を使用のこと

選手付添の駐車場 ホテル前の駐車場を使用のこと

トイレ ローソン富士急ハイランド前店にお願いすること

雨天時の避難場所 ホテルの軒下を利用する

女子の更衣場所

その他

調査担当者 長田 尊三１２ 富士緑の休暇村

緊急の連絡先 鳴沢村教育委員会 教育課 梶原 拓也 様

0555 85 2236富士緑の休暇村支配人 金子 智弘 様 ( )

中継所主任 大石 良範

役員の駐車場 奥側から、空いている駐車スペースを自由に利用のこと

選手付添の駐車場 奥側から、空いている駐車スペースを自由に利用のこと

トイレ 外のトイレ

雨天時の避難場所 玄関前入口

女子の更衣場所

‼その他 店内を活用しても良いが、マナーを守って
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調査担当者 長田 尊三１３ 県営本栖湖駐車場

緊急の連絡先 富士河口湖町教育委員会 生涯学習課 北川 浩正 様

0555 87 2518本栖湖観光協会 会長 渡辺 光彦 様 ( )

本栖湖レストハウスは閉店状態だが当日は開店してくれる

本栖湖観光協会の事務所として係員が勤務、着替え可能

中継所主任 小林 一夫

役員の駐車場 県営駐車場

選手付添の駐車場 県営駐車場

トイレ 駐車場内

雨天時の避難場所 事務所内ロビ－

女子の更衣場所 なし

その他

調査担当者 丹沢 新一郎１ 4 身延町古関出張所

緊急の連絡先 身延町教育委員会 生涯学習課 佐野 大翼 様

中継所主任 渡辺 良吉

駐車場 出張所の駐車場 台20

旧古関中学校グランド 台 荷物車の出入り不可20

トイレ 出張所トイレ（室内）

雨天時の避難場所 出張所の室内利用可、ただし、和室は使用禁止

女子更衣場所 出張所内の指定箇所

その他

調査担当者 丹沢 新一郎１５ 六郷小学校

緊急の連絡先 市川三郷町教育委員会 生涯学習課 渡辺 勝矢 様

中継所主任 三枝 稔

駐車場 市川三郷町役場 六郷支所駐車場

荷物車の駐車可能

トイレ 町民会館内部

雨天時の避難場所 町民会館の室内利用可 １階ホール・ロビー・和室

女子更衣場所 町民会館内指定箇所

その他 アップは六郷小学校校庭が使用可能
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調査担当者 久保田 尊文１６ （株）望月

0556-22-5361富士川町教育委員会 生涯学習課

緊急の連絡先 依田 正記 様 荒井 祥太 様

(株)望 月 望月 俊二 様 （会社）0556-22-1165

0556-20-6188ｹｱﾊｳｽあさひ鰍桜苑 施設長 矢崎 正人 様
しゅうおうえん

中継所主任 内田 浩

駐車場 ① ｹｱﾊｳｽあさひ鰍 桜苑 玄関付近(東側) 台6
しゅうおうえん

②（株）望月 会社敷地 台20

トイレ ｹｱﾊｳｽあさひ鰍 桜苑 玄関内のロビ－(室内)
しゅうおうえん

雨天時の避難場所 ① ｹｱﾊｳｽあさひ鰍 桜苑 玄関の軒下、道路沿い軒下
しゅうおうえん

②（株）望月 会社敷地 倉庫入り口（かなり広い）

女子更衣場所

その他 トイレ 駐車場共に道路反対側。横断注意。仮設トイレ設置

アップ 富士川沿いの土手 工事現場敷地内

工事現場敷地は進洋建材商会（職人の店）

調査担当者 小林 直樹１７ 南アルプス市立美術館

緊急の連絡先 ①南アルプス市教育委員会 生涯学習課 高畑 栄司

055-282-6600②南アルプス市立美術館 事務局長 向山 富士雄

中継所主任 饗場秀一

駐車場 美術館南側駐車場（中継所） 台30

・移動審判用 台・荷物車 台のスペースをコーンで確保2 1

・どうしても不足の場合は、美術館正面駐車場 台15

・選手付き添いの駐車場は、役員と同じ美術館南側駐車場を使用

出来ますが２００ｍ先カッパ寿司西、旧ローソン駐車場可能

トイレ 美術館南側駐車場(中継所)の西側から美術館庭内のトイレへ入れる

雨天時の避難場所 美術館軒下（美術館は客がいるので立ち入らないこと）

女子の更衣場所 なし

その他 ①正面玄関の近辺へは立ち入らない

②駐車場へは （東側）を出入り口とする、

③駐車場コーンは美術館所有の物を南ア教委で設置

大会中にコミュニティバスの運行あり要注意
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調査担当者 石井 隆１８ 旭ダイヤモンド工業・栄徳

緊急の連絡先 韮崎市教育委員会 教育課 斎藤 進 様

0551 22 7501旭ダイヤモンド 根岸課長 様 ( )

0551 22 6757栄徳情報開発 ( )

中継所主任 内藤 義弘

役員の駐車場 旭ダイヤモンド工業駐車場に整然と駐車のこと

選手付添の駐車場 担当職員が開門（ 時 分)するまで入場不可9 30

トイレ 旭ダイヤモンド工業内正門から入り、左に進む

雨天時の避難場所 旭ダイヤモンド工業内敷地

女子の更衣場所 なし

その他 根岸課長が休日出勤して便宜を図ってくれる

栄徳は、施設には立ち入らないこと

調査担当者 清水 直樹１９ 山梨交通敷島バス停

緊急の連絡先 甲斐市教育委員会 スポーツ振興課 金丸 和広 様

0555 277 6666睦美装飾(株) ( )

中継所主任 小林邦生

役員の駐車場 セレオホール甲斐敷地内、南側に駐車のこと

選手付添の駐車場 中継所を右折して駐車した後、移動は、直進南下して左折のこと

トイレ 中継所から進行方向 先「エネオス山興ＧＳ 「デイリー200~250m 」

ヤマザキ敷島山の手通り店」に使用をお願いすること

女子の更衣場所 睦美装飾・事務所 中継所から進行方向 左側60m

事務所内トイレの使用可

その他 セブンイレブン山梨敷島店・エネオス山興 ・デイリーヤマザキGS

敷島山の手通り店の駐車場は、使用不可

調査担当者 保坂 典G 山日 本社YBS

緊急の連絡先 山日 本社 事業局 部長 井上 俊一 様YBS

ゴール主任 松土 茂

役員の駐車場 山日 本社前周辺全て駐車禁止YBS

駐車場使用の時は、県立図書館北 信号より進入し駐車場へ

選手付添の駐車場 有料駐車場使用のこと

トイレ 本社ビル地下ホール内

雨天時の避難場所 本社地下内ロビ－

その他 山日 本社専用駐車場は使用禁止YBS
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