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信州上田ロゲイニング 2016 コントロール位置説明 解説 by コースプランナー内山 

 

１． 六紋銭 CP 

 他のロゲイニングと違う特色を出してみたいなー、そして真田丸だよなー。真田家の家紋は「六文銭」だよな

ー。 

 

 

 

 

                 六文銭を CP の〇にしてみた 

 

地図上の CP(コントロールポイント)の〇を六文銭のように並べて、六文銭 CP にしてみました。地図作成の倉

澤さんもこのワルノリに乗ってくれて、六文銭マークにしてくれました(笑) 

 なかなかこの形になるように〇を地図上に配置しても、〇の位置が高校の敷地内だったり、写真ネタになるも

のがなかったりで、苦戦しましたが、何とか六文銭の配置ができました(;^_^A 

 

２． 人気の CP／不人気の CP 

 リザルトから分析してみました。 

 <人気ランキング> 

 スタート・ゴールに近い CP ですね。当然といえば、当然か(;^_^A 

 1 位 CP85 「上田城 尼ヶ淵の崖」   72 チーム ： さすが、真田丸効果ｗ 

 2 位 CP34 「自衛隊 上田地域事務所」 66 チーム ： スタート・ゴールに最寄りの CP 

 3 位 CP31 「大手門公園」       64 チーム ： 六紋銭 CP で 2 番目に近い 

 

 <不人気ランキング> 

 同率 1 位が二つあります。太郎山エリアは不人気でした・・・( ﾉД`)ｼｸｼｸ… 

 1 位 CP88 「人面ダム」        4 チーム ： 顔が不気味なのか、立地条件が悪いのか… 

 1 位 CP177 「東太郎山 廃道の峠の碑」 4 チーム ： さすが最高得点 CP (-ω-)/ 

 3 位 CP31 「太郎山林道 分岐」    6 チーム ： 帰ってくるのが大変な CP 

 

３． CP の説明とかいろいろ 

31 
 

大手門公園 
二度の上田合戦で、戦いの舞

台となった、大手門があった場所

は、小さな公園となってます。 

六紋銭 CPのひとつ。ココは定番の観光スポッ

ト？です。ちっちゃいけど噴水？滝？のある公園で

す。 

大手門の跡なのですが、クランク状に曲がった道

路が当時の防衛策を妄想します。 

32 
 

須々貴(すすき）神社 
村上氏の城跡でもあり、地元の

高校生が補習をサボって時間を

つぶしたとこでもあります。 

これは、CP104 と絡めてみました。昨年は、507

段の階段を上りきったところですが、今回はさらに

登った神社です。 

「地元の高校生が補習をサボって時間をつぶし

た」というエピソードは、昨年末の JST甲信合宿の

とき、ここで階段練習をしていた際、実際にいた高

校生です。午前中補修サボって、階段の上のベン

チで寝たりしていました（笑） 
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33 
 

新田第 9部案内図 

 ほうほう、旅の人や、道に迷

われたか。ここに地図があるか

ら、見れば大丈夫じゃろう。 

六紋銭 CP のひとつ。六紋銭を地図上で試行錯

誤していたとき、ちょうどいい場所にありました。 

真田とはまったく関係ないですが、入り組んだ道

は上田城下町の特徴ですので（汗） 

34 
 

自衛隊 上田地域事務所 

真田幸村を賞賛した呼称「日

の本一の兵（つわもの）」。現代

では、自衛隊ですね。 

上田に自衛隊の事務所があるんですよねー。先

日の太郎山登山競争の 2 年連続優勝者の宮原さ

んも自衛隊なので、その絡みでココにしてみまし

た。スタート/ゴールから最も近い CPです。 

35 
 

ペットランドわんわん村 

 信州は名馬の産地。お馬さん

は売っているのかな？ 

えっ？馬は乗り物？食べ物？ 

六紋銭 CP のひとつ。地図の外側をルートとして

CP を取った方が多いようです。えーと、お店の中に

は入ったことないです。(ペットも飼っていないので、

用がないｗ）真田丸で、真田が織田に馬を献上した

エピソードから、位置説明を馬にしてみました。「食

べ物？」は「馬刺し」を表してます。ホント、まったく

位置説明になっていないです(笑） 

36 
 

3 本の梯子（はしご） 

 真田昌幸の甲冑は「登り梯子

の鎧」といわれ、胴には四段梯

子が斜めに描かれてます。 

須川湖のそばの集落。古い建物があり、いい感

じのところなんですが、「限界集落」になりつつあり

ます(汗 )実際に現地にいってみて探索し、「うん、

コレだ！！」と CPにしました。 

そのあと、位置説明を「真田丸」関連で「ハシゴ｣

でこじつけました。まさか、ロゲの前日の太郎山登

山競争のスタッフのとき、私が『「真田昌幸の登り梯

子の鎧』を着る事になるとは、思いもしませんでした

(笑) 

37 
 

大鳥居 

でかいので、地図見なくても

いけるでしょう。御柱祭では御

柱がこの鳥居の下をスルーしま

す。 

上田で由緒ある生島足島神社に関係する鳥

居です。「でかいので、地図見なくてもいける

でしょう」というのは、 

でかい鳥居も目視で見ながら地図を見ずに

目指す。→ 現在位置を見失ってしまう 

という罠を張ってみました。皆さん、迷わ

ずにたどり着けましたか? 

38 
 

千曲町公園 せせらぎ広場  

 新興住宅地の中にある都市景

観賞の公園。それはともかく、

「真田丸おもしれー」。 

私も初めてココに行くとき、迷いました。

田んぼをつぶして造った住宅地なので、格子

状になっており、迷いやすいです。 

写真の道祖神は、新興住宅地のため祭る神

がいなかったので、地域の人たちが新たに作

ったそうです。 

39 
 

パン屋 しんぺる 

 最初、店名を「ペンシル」だ

と勘違いしてました(汗)。上田電

鉄別所線三好町駅から徒歩 5

分！  

食べ物ネタ その 1。ここも迷路みたいなと

ころで、はじめて、このパン屋に行くのに迷

いました。ロゲのときはお店お休みだったか

な？(汗) 「駅から徒歩 5 分」のヒントは役に

たったのかな？ 
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40 
 

沓掛酒造 直営店 「郷の蔵」 

 日本酒の試飲、郵送もできま

す。酒ケーキ、味噌ケーキなど

の甘味もあります。 

食べ物ネタ その 2。休憩にいいかなーとチ

ョイスしてみました。すぐ隣にファ〇リーマ

ートがあって、休憩するのによかったんだけ

ど、閉店しちゃったんですよね(汗) 

 

41 
 

盆踊り用具倉庫 

上田城から鬼門に位置する八

幡宮。だが、なぜコースプラン

ナーは CP をこんなのにした

(笑) 

六紋銭 CP のひとつ。真田信之に関連の神

社。さいしょ、3 個の鳥居にしようかな～と思

ったけど、境内を見回すと、土管もいいな～、

あ、「盆踊り用具倉庫、面白いからコレにしよ

う」私のチョイスの基準は「おもしろいもの

かどうか」です(笑) 

42 
 

岩門西歩道橋 六文銭 

上田市が造るものには、必ず

「六紋銭」マークが入ってます。 

 写真は橋のどちら側でも OK 

比較的新しい歩道橋です。歩道橋の路面の

あちこちに六紋銭マークが入っています。歩

道橋の上からの眺めはよいです♪ 

  

43 
 

スナック のんちゃん 

3 個の看板の店名が全部微妙

に違うお店。未だにお店に入る

勇気がありません。 

六紋銭CPのひとつ。たまたま、うちの近所になり

ました。なので、位置説明に「ヒント:うちの近所」と

書こうと思いましたが、「うちって、誰だよ。お前の住

所なんか知らねーよ」と思うのでやめました(当たり

前ですが笑） 

看板に「のんちゃん パートⅡ」と書いてあります

が、「パートⅡってなんだよｗｗｗｗ」 

44 
 

もっこり岩 

 道路から鉄塔の作業道に入る

とあります。名は知らぬので見

たまま「もっこり」勝手に命名 

(笑) 

CP の写真を撮ったことは冬で、草木も枯れてた

頃だったんですが、うっかり 5 月の草木ボーボーに

なったら・・・というのを想定するの忘れてて･･･わか

りづらかったようで・・・・ 

形からして、なんかしら祭られててもいいような気

がしてたんですが、後日googleストリートビューで道

路側から見てみたら、鳥居があって、やっぱり御神

体（？）だったんですね(汗) 

変な名前を勝手につけてごめんなさいｗ 

45 
 

悠々倶楽部かみしな 

 ここの住所は「上田市上田」

です。もしかして、あなたのお

名前「上田」さんですか？ 

六紋銭CPのひとつ。ロゲの参加者には、「上田」

さんは残念ながらいませんでした・・・。昨日の太郎

山登山競争にはいたんですけどね。スタートから六

紋銭 CP を取っていき、ここを最後に取ると、この次

は太郎山に行くしかない。そうゆうワナになるよう

に、CP を配置しました(笑) 

46 
 

薬師堂跡 

 なんか、山の中にあるぞ。「薬

師堂」が何なのかよく知らない

けど、建物があったんだな、う

ん 

昨年見つけた場所なんですが、使わなかった場

所。ちょっと奥に 3 つに割れた灯篭（？）の石があっ

たので、復元してみました。 

この辺は細かいトレイルがあって、探索も大変です 

（汗） 
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47 
 

起き上がりの松 大岩 

 щな形の「起き上がりの松」

のそばにある大岩。展望もよく、

上田城はドコかな～？ 

ちょっと西にも開けた場所があるんですが・・・太

郎山から虚空蔵山の間で、景観のいい場所を CP

にしたかったので、コレにしました。この岩の上に登

って、写真を取ったチームはいるのかな？ 

60 
 

北国街道 蔵 

 右に曲がったと思ったら今度

は左。あちこち曲がりすぎて迷

路みたいで頭がくらくらするわ

～ 

「蔵」と「頭がくらくらする」で「くら」でダジャレにし

てみましたが、気がついた人はいるのかな？ 

上田城から長野の善光寺に行く北国街道沿いにあ

り、北国街道のクランクの角に位置します。 

 

 

61 
 

株式会社 ヤマザキ 

 スキーポール製造、マレット

ゴルフ用品製造販売している、

アウトドア用品メーカーです。 

上田にもアウトドア用品のメーカーがあるんだなー

と思って、CP にしました。「マレットゴルフは２階」と

いう看板に「２階にマレットゴルフ場があるの？」と

思ってました(;^_^A 

62 
 

御所バス停 

 この辺りは幕末から蚕種業が

盛んでした。バス停の後ろの建

物は明治 3年築の 3階建てです。 

この通りが、意外と古くから使われていた街道な

んだなーと今回の調査で知りました。ちなみに、全

部のCPの写真を撮ったあと、漆喰の白い建物の写

真（CP)が３枚もあると気がつきましたｗ 

63 
 

小林ハウス 

「小林」と書かれた漆喰の家

は初めて見ました。角度を変え

ると見える鬼瓦にも「小林」が

ｗ 

漆喰の家だと、そのままなので、「小林ハウス」と

命名してみましたｗ。瓦にも小林の文字があるの

に、小林さんには脱帽です。 

リザルトを見ると、選手にも１名「小林」さんがいまし

たが、ちゃんとここを Get してました 

64 
 

上田原資料館 

 保福寺道(松本街道)にある元

役場。地図に「夫神村から発し

た百姓一揆により焼打」が ( ﾟ

дﾟ;)  

ここも昨年みつけたところで、昨年採用しなかっ

た CPを今回採用しました。中に入ったことないんで

すが、細い通りの割りには、結構車が多いんですよ

ね。ちなみに、まだ入ったことありませんｗ 

65 
 

鴻之巣 展望公園 

 遊歩道の行き止まり。火の用

心の看板に貼られたイラスト

で、松が「もきゅ～ん」となっ

てます。 

昨年も鴻之巣の公園入り口を CP としましたが、

今回は公園の奥を CPとしました。奥にした分、この

CP へのアクセスが遠くなっていますが、ここからの

景色は好きなところなんです。 

 

74 
 

庚申塔（こうしんとう） 

 庚申信仰の石塔。「申」は干支

で猿に例えて、「見ざる、言わざ

る、聞かざる」が彫られてます。 

今回の調査で、「なんか水路沿いに道があるぞ」

と進んでみたら見つけた碑です。碑があるというこ

とは、この道が昔は使われていたんですね。 

しかも、「見ざる、言わざる、聞かざる」の猿が彫

られているのには、この辺では珍しいので驚きまし

た。 
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75 
 

絶望する看板 

 徳川軍「上田城に行こうとし

たら、どの方向も通行禁止じゃ

ん。きー、真田ムカつくー」 

自転車通勤中に見つけたところで、CP にしまし

た。自動車ではここに来たくないですねｗ。自動車

はダメですけど、歩行者は通行できます。 

名前も「えっ？ドコにもいけないじゃん｣とショックを

受けるような気持ちのまんまですｗ 

76 
 

林業用モノレール 終端 

 木の成長具合からして、10 年

以上は使われてないでしょう。

意外と今でも頑丈でしたｗ 

今回の調査で山の中を探索してたら、レールを

見つけて、どこに続いているんだろう？とレール沿

いに登って行ったら、 

この終点にたどり着きました。草葉が生えてきて、

ちょっとわかりにくかったかな？ 

まぁ、レール跡を見つければ、それに沿っていけ

ばよいので・・・(汗) 

ちなみに、上の終端は見つけたけど、下の終端

はまだ見つけに行ってないので、来年ぐらいに調査

しに行きます。 

77 
 

太郎山民族遊歩(六) 黄金沢 

 登山道に沿って、伝承の看板

が続いてます。「六紋銭」にちな

んで、(六)をチョイスしました。 

太郎山裏参道沿いにある伝承の看板の一つで

す。CP100 と CP177 とのセットでとりに行く感じです

ね。裏参道にいくつもあるんですが、位置説明の通

り、(六)にしてみました。うっかり見逃して通り過ぎた

人はいたのかな？ 

80 
 

真田幸村&十勇士の像 

11体の石像がずら～と並んで

ます。『真田幸村』と『猿飛佐助』

はどれでしょうか？ 

昨年の CPで採用しなかった場所。いろんな石造

があったり、公園になってるんですよね。 

真田幸村の穴場スポットです。 

81 
 

虚空蔵山 城跡 

 真田丸では攻めたふりをした

上杉方のお城。これを理由に真

田は徳川に上田城を作らせまし

た。 

真田丸では、馬に乗って真田軍が来ていたり、立

派な砦でしたが、ここの場所を知る人は、「こんなの

虚空蔵山城じゃねぇ」と思ったことでしょう。 

ここから上田を一望できるので、要所となったのは

お分かりいただけたかな? 

82 
 

東山トレッキングコース分岐 

「須川湖」方面に案内があり

ますが、その先は残念ながら廃

道です・・・T_T 

えぇ、廃道なんですよ。5 年以上前に探索しに行

ったときも道がなくてあきらめました。国土地理院の

地図には、道が記されたまんまなので、地図を修

正・・・いや、道を復活させてほしいです 

83 
 

豊上製菓 直営店 モンテリア 

 絞りたて低温殺菌牛乳のジェ

ラート♪ 9種類の味♪トリプル

盛り♪食べずに写真だけなの？ 

食べ物ネタ その 3。この日は暑かったですね

～。ジェラート食べた人はいたのかな？ 

水曜定休日だったので、大会当日が水曜でお店

開いてるのかな？と心配しましたが、OPEN してて

よかった。商品のネコクッキーはココで購入しまし

た。 
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84 
 

表参道 六丁石 

 登山道に沿って、三丁四丁…

と順に続いているので、まさか

見落とすことはないでしょう

(笑) 

太郎山表参道の途中にあります。太郎山登山競

争では通らないルートを通ってもらおうと思いまし

た。走って登ったり、下りだとうっかり見落とす可能

性がありますね(笑) 

これも CP77 と同じように「六紋銭」にちなんで、

(六)をチョイスしました。 

85 
 

上田城 尼ヶ淵の崖 

 ブラタモリでも紹介された、

地層です。築城時は、ここはリ

バーで、昭和初期は畑でした。 

上田城はもっとも沢山の選手が訪れた CP でし

た。さすが真田丸人気ｗｗｗ 

で、上田城のドコを CP にしようか考えてたんです

が、ゴールデンウィークの観光客が多いときなの

で、迷惑のかからないよう、こんな端っこにしまし

た。 

正月のブラタモリ上田特集は、CP をドコにするかお

おいに参考にさせていただきました。 

87 
 

猫山 祠 

 にゃー（丸窓のほこら） 

 にゃー（観音堂の裏の道） 

 ニャー（約 1 億 7 千万円） 

上田のなかでも、最も小さな里山かもしれませ

ん。 

山全体に国の助成金（約１億７千万円）で整備さ

れ、トレイルランにもよい遊歩道がたくさんありま

す。山内を探索すると、いろんなものがありますの

で、機会があったらまた訪れてください 

88 
 

人面ダム 

 こんなかわいい顔＼∵／して

ます(笑)。雨の日には、目から涙、

口からよだれを流すらしい・・・。 

今回、この付近の飯綱山エリアを探索し、CP に

なるものを探してたのですが、[∵]の穴が開いたダ

ムを見つけて、人の顔(絵文字の顔）に見えたので

CPにしました。 

ダム造ったときの林道跡を通っていくとあるので

すが、林道跡が草ボーボーになってたかと・・・汗 

まぁ、こんなときじゃないと行かないような場所で

す。下流にも同じ顔したダムがありましたな(汗) 

ちなみに「雨の日には、目から涙、口からよだれ

を流すらしい・・・。」は実際見たわけでなく、私の妄

想ですｗ 

100 
 

太郎地蔵 

太郎山山頂で上田市民に愛さ

れてるお地蔵様です。時期のよ

って衣装が変わってるかも？ 

太郎山神社が山頂だと思われがちですが、ここ

が山頂であり、太郎山登山競争のゴールでもありま

す。 

昨日に大会で登って、ロゲイニングでも登ってい

ただきました。昨年は、太郎山神社だったので、今

回はお地蔵さんにしました。 
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101 
 

長池公園 女性とリンゴの像 

喜べ、男性諸君!! 裸の女性像

だぞ。だが、ちゃんと「長池公

園」があるほうを撮影するよー

にｗ 

チェーンソーアートがたくさんある公園で、CP を

どの像にしようかな～と迷いましたが、男の性欲で

「女性の裸体像」しました。えぇ、自分の欲望には素

直ですよ。なので、CPの得点も高いです（笑） 

男女混合チームで、この裸体像と男のスケベ心

でケンカするチームいるかな～と思いましたが、大

丈夫でしたか？ 

102 
 

神川の合戦の跡地 

対岸に徳川軍が陣を構えてま

す。上田城に誘い込むため、挑

発のポーズで写真撮りましょう 

上田合戦(神川の合戦)に関係する CP を置きた

かったので、当初は別の場所を CP にしていまし

た。 

ちょうど、真田丸で第 1 次上田合戦をやっていたの

と、土地所有者がモニュメントを造ってくれたので、

ココにしました。 

真田丸の第 2次上田合戦が楽しみです。 

103 
 

太郎山林道 分岐 

 上田市の隣の坂城町。菖蒲平

林道と、太郎山林道と、虚空蔵

山への登山道があります。 

 

上田ロゲイニングなのに、隣の坂城町にまで CP

を置きました。坂城側だと、林道で太郎山までアク

セスできるんですよね。 

このCPは太郎山エリアのルートバリエーションを

増やすために設けましたが、甘くないです。 

・CP151 とは、鉄塔の作業道ルートでアクセスす

る場合、結構入り組んでいるため、ルートファインテ

ィング能力が重要 

・CP151 とのアクセスは、菖蒲平林道を使ったほう

が楽です 

・CP81 とは、登り返す山が見えるので、精神的にき

つい 

 

104 
 

天白山 シカ柵ゲート 

昨年、階段の上に CP を設定

したら、「しんどい」ということ

で下にしてみましたが、なに

か？ 

階段の上に CP32 を設定しています(笑) 

CP104 をとって、CP32 をとった人は約 6 割でした。

「この階段登って CP32をとりに行くかどうか」迷うが

ココの面白いポイントです(笑) 

「CP32 と CP104 の得点を逆にすれば、みんな階段

に登る」と意見がありましたが、「登るか」「登らない

か｣で迷うのが面白いんです(笑) 

 

151 
 

和合城跡 

 村上氏によって築かれた山

城。上杉のときは、ここが「虚

空蔵山城」という説もあります。 

CP81 でも記述したことに関係しますが、もし当時

の「虚空蔵山城」がココだったら、真田丸のシーンも

あながち間違いではないのかもしれません。 

ココは全 CP の中でもっとも景色がいいポイントで

す。正直、ココに家建てて住みたいですｗ 
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152 
 

真田丸 ロケ地 

 最初の兵の行軍を地元の農民

に扮してやり過ごそうとする真

田一族のシーンを撮影しました 

上田市内の飲食店とかに置いてある「うえだ

Navi」というフリーペーパーVol.103 で、真田丸ロケ

地マップが特集されており、そこに載っていた場所

です。 

行軍シーンを撮影していたようですが、藪の間引

きに苦労したとこのことです。 

177 
 

東太郎山 廃道の峠の碑 

いまや、キノコ取り名人以外、

通ることがない峠です。よく見

ると、昔の道の名残があります。 

最高得点ですが、難度も高いです。ここは昭和

40年代？までは使われていたようです。 

「廃道」とあるので、道がわかりにくいですが、

「峠」なので、東太郎山との稜線沿いで標高の低い

凹んだ箇所にあります。 

この先も続いており、倒木が多いですが、鉄塔ま

で繋がっており、坂城・真田にアクセスできます。 

戦国時代には、砥石米山城近辺を通らずに上田

と真田をアクセスする道だったかもしれないと思うと

胸が熱くなります。 

この道はいつか復活させたいですね。 

 


