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上塩尻神社
CP ゲット チーム数
数年前、この辺をハイキングして 27 チーム （約 25％）
いた男性が骨・・・を見つけたの （全 106 チーム中）
がニュースになりました。
最小得点の CP です。今回、神社の後ろで工事してましたが、一応通行できた
ので、CP として採用しました。
位置説明文のネタ探しで、「上塩尻神社」について、ネットで調べてみたら、「 ３０
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日午後０時４５分ごろ、長野県上田市上塩尻の上塩尻神社付近の山中で、ハイ
キングをしていた男性が白骨化した人の頭蓋骨を見つけ、上田署に届け出た。 」
というのが出てきたので、ネタにしました。さすがに、心霊恐怖ネタとなってしまい
ましたが、怖さのあまり、この CP をパスしたチームはいたのかな？
頭骸骨以外は見つかってない？ので、もし今回のロゲでホネを見つけたチーム
がいたらどうしよう・・・とちょっと不安でした(笑)
秋和コース登山者駐車場
CP ゲット チーム数
昨年から、太郎山のあちこちにあ 16 チーム （約 15％）
る登山道の駐車場が整備されま （全 106 チーム中）
した。

秋和の集落を山の中へ進む途中、シカ柵ゲートよりも前にあります。太郎山山
塊は登山者用駐車場が元々なかったので、駐車場ができてよかったです。
私の場合、家から歩いていけるので、特に駐車場はいらないのですが････
菱屋
CP ゲット チーム数
柳町の通りのかどにある、信州・ 56 チーム （約 52％）
武田味噌醸造の直売店。味噌工 （全 106 チーム中）
場はこの店の北にあります。
街中の CP でとりやすいポイントでもあり、観光ポイントです。大会当日は快晴
で、ちょうどいい塩分補給ポイントになったかもしれません(笑)。この柳町は、昔の
街道沿いにあって、景観もいいし、いろんなお店もあります。
お店のホームページはこちら
http://www.takedamiso.co.jp/
ここでお味噌を買ったチームは居るのかな?
御所区史跡めぐり
CP ゲット チーム数
御所公会堂、道祖神がある駐車 54 チーム （約 50％）
場に、この地区の史跡を紹介し （全 106 チーム中）
ています。

住宅街の中にある CP。町の中を迷わせるために、毎度この辺を CP にしてい
ます(笑)
さて、今度は、ここに掲載されている史跡から CP を選ぼうかな～？
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上田高校
上田藩 主の 居館を 構えた 場所
が、現在は学食のカレー410 円
の高校になっています。

CP ゲット チーム数
85 チーム (約 80％)
（全 106 チーム中）
人気 CP 2 位

スタートから一番近い CP であり、観光スポット。こんな敷地内の高校に通って
みたかったなー。CP を上田城にしようか迷ったのですが、この CP から CP101 へ
行くには、上田城を通るから、今回は上田城にせず、ここにしました。
ちなみに、「学食のカレー」は上田高校のホームページを探してたら、メニュー
が出てきました。以降、位置説明の文章の内容に困ったときは、「カレー」を出す
ようにしました(笑)
上田高校ホームページ http://www.nagano-c.ed.jp/ueda-hs/
ヤギ小屋
CP ゲット チーム数
無駄に豪華なヤギのお家。うち 66 チーム （約 62％）
のアパートの部屋よりも広い？こ （全 106 チーム中）
とを考えると・・・なんか凹むｗ
人気 CP 3 位
昨年の真田丸にあわせて、できていた小屋。昨年の 3 月にはもう完成してたの
で、昨年のロゲの時には CP にもできたのですが、地元民が「ここ、CP にするだろ
うな」と思っていたので、昨年は CP にしませんでした。なので、今年ここを CP に
しました。
そういえば、ヤギいた？最近行ってないので、わからないです(汗)
こぶたや
CP ゲット チーム数
古民家を改装した、豚専門店。ひ 56 チーム （約 52％）
たすら「とんかつ」を極めんとする （全 106 チーム中）
お店です。
強烈な個性を放つお店。とんかつメインというか、「豚」メインのお店です。「ビー
フシチュー」ならぬ、「ポークシチュー」があったり、会社の飲み会でも利用したこと
もあります。宴会メニューも豚料理メインでボリュームもあります。
お店自体も、古民家を改修したお店で、よく見ると歴史を感じます。
生塚（うぶつか） 皇大神社
CP ゲット チーム数
国道 18 号上田バイパスより北の 23 チーム （約 21％）
道にある神社。真田統治の際、 （全 106 チーム中）
ここに「生塚村」ができました。
特に面白みのない CP ですが、太郎山登山道を使って、ルートのバリエーション
を持たせるために、生塚登山道入り口にあるココを CP にしました。
ポケモン Go のポケステにもなっている場所です。
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別所線 城下駅
CP ゲット チーム数
上田駅から千曲川を渡った最初 58 チーム （約 54％）
の駅。Wikipedia によると、１日平 （全 106 チーム中）
均乗車人員は１５人前後・・・(涙)
上田のローカル線「別所線」。別所線関連は CP にしたいなーと思って、今回
は、始発の上田駅から千曲川を渡った最初の駅にしてみました。
それにしても、wikipedia に、一日平均乗車人数が記載してあったのは、驚きま
した。
古舟橋マレットゴルフ場
CP ゲット チーム数
18 ホール、パー72。「古舟市民緑 37 チーム （約 34％）
地マレットゴルフ場」ともいう。
（全 106 チーム中）

千曲川の堤防内のグランドの一角にあるマレットゴルフ場。毛工上田市内にマ
レットゴルフ場が多いんですよ。たぶん上田市内にある、某メーカー企業の影響
かもしれませんが・・・
新谷会館
CP ゲット チーム数
緑ヶ丘 1 丁目２２－1。迷路みた 39 チーム （約 36％）
いに入り組んだ住宅街にある、 （全 106 チーム中）
入り口が二つに分かれた建物。
迷路のような住宅街の中をさ迷ってもらいたい。その思いで CP にした場所で
す。緑ヶ丘で CP になりそうなものがないか、さ迷ってたら、面白い入り口の建物
があったので、CP にしました。入り口が左右別々って、なんか銭湯みたいですよ
ね。
探すの難しいかな～と思って、位置説明に「住所」記載しておきました。この住
所、役にたちました？
あ、「新谷」は間違いでした・・・、正しくは「新屋」でした(謝)
太鼓橋
CP ゲット チーム数
路地の奥にある、黄金川に架か 61 チーム （約 57％）
る立派な橋。ひっそりした場所な （全 106 チーム中）
に、なんか無駄にすげー！

前日の上田バーティカルのスタート会場の大星神社の近くにあります。10 年以
上上田に住んでいながら、昨年ココを見つけました。たぶん、観光パンフレットと
かにも載ってないんだろうな～
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西上田駅バス停
CP ゲット チーム数
駅の南側。正面の北口からは連 45 チーム （約 42％）
絡用通路で行き来できます。昔 （全 106 チーム中）
は北塩尻駅という名称でした。
しなの鉄道西上田駅の南側にあります。南側に高校があるので、高校生は北
側にある駅の改札口から、連絡通路の陸橋を通って、南側にアクセスしていま
す。
素直に、「西上田駅」を CP とせず、少しひねって、「駅のバス停」にしてみました
（笑)。
ちなみに、電車の運賃は、「上田駅」と「西上田駅」を境に料金が変わります。
・上田駅⇔長野駅 770 円
・西上田駅⇔長野駅 660 円
なので、110 円節約のために、西上田駅で乗り降りしたこともあります（笑）
羊の置物
CP ゲット チーム数
廃棄物処理場の外。道路から処 8 チーム （約 7％）
理場の脇を通るトレイルを進むと （全 106 チーム中）
います。
不人気 CP 3 位

上田ロゲの調査を始めた 3 年前から、この羊の置物がいましたが、ずーと撤去
されずに残っていたので、今回ようやく CP にしました・・・・が、不人気 CP３位とな
ってしまい・・・ごめんよ、ひつじさーん。
小便小僧
CP ゲット チーム数
一度も出しているところを見たこ 44 チーム （約 41％）
とがありません。存在感がものす （全 106 チーム中）
ごく薄い、上田迷スポット(汗)
うちの近所にある、小便小僧。なぜそこにあるのか？いつからそこにあるの
か？まったく調べる気がない、特に注目されることもなく、出してもいないし・・・・
そうゆうわけで、「迷スポット」ということで、CP にしました。
写真を撮る際、きっと飲んでる風に撮影したチームがいたんだろうなー
阿弥陀（あみだ）
CP ゲット チーム数
道 路 沿 い の 木 に 看 板 が あ り ま 9 チーム （約 8％）
す。登りだったらわかりやすいけ （全 106 チーム中）
ど、下りだったら見落とすかも？
不人気 4 位の CP。昨年もこの近くに CP おいたのですが、一番不人気でした。
来年こそは、たくさん人が来てくれるようにしようかな？
ちなみに、この奥から CP151 へ行く登山道は、昨年秋から整備して、昔の登山
道を復活させたルートです。スタート前の注意として、落石しやすい箇所はこのル
ートで、通称「ごーろ」と呼びます。この CP46⇔CP151 のルートを通ったのは、５チ
ームいました。このルートを使って、将来スカイランニングの大会コースにする悪
巧みがありますｗ
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モアイ像
CP ゲット チーム数
ファミリーマートの敷地内にある、 49 チーム （約 46％）
赤と黒の甲冑をまとった２体の （全 106 チーム中）
像。ココも上田迷スポット(汗)
ファミリーマートができる前は、某宗教団体の施設で、そのときからモアイはあ
りました。その施設がファミリーマートになっても、モアイは存在し続けて、真田丸
のせいか、甲冑を着せたモアイになりました。
上田在住の人は、観光客にこのスポットは教えないと思うので、あえて CP とし
て、上田市の闇（？笑)をさらけだしてみました。
太郎山天狗伝説
CP ゲット チーム数
太郎山に住むという天狗の伝説 43 チーム （約 40％）
が 、 地 下 道 の 壁 に 描 か れ て ま （全 106 チーム中）
す。（ロリ○ン疑惑?）

太郎山に住むという天狗の伝説。実は天狗に会ったことがありません。伝説は
大人に厳しく、子供に優しい、天狗です。・・が、大人に結構ひどいこととしていま
す。自分が大人なので、理不尽を感じてしまいますｗ
そば屋日賀志
CP ゲット チーム数
古民家風そば屋。営業は 11 時 31 チーム （約 29％）
30 分(?)～14 時 30 分の昼だけ。 （全 106 チーム中）
いつ食べるの？今でしょ！！
私が調査のため、お店に行ったときは、まだ開店時間の１１時３０分よりも前だ
ったのですが、お店の方がどうぞ～といって、おそばを食べられたので、営業時
間に（？）をつけました。
昼間だけの営業なので、ロゲが終わってから食べに行っても、閉店してること
になります。わざわざ、長野県まで来たのだから、そばを食べるか? それとも、ロ
ゲの競技をがんばるか? 選手に迷ってもらいましょうｗ
水路のトンネル
CP ゲット チーム数
河岸段丘の上段から下段へ、
45 チーム （約 42％）
勢いよく、水の流れる音が
（全 106 チーム中）
ゴーーーーー・・・・・・・・・・ (消音)
河岸段丘の上段から下段へ流れ落ちる水路。結構、勢いよく水が流れており、
上から行った人ならわかりますが、ゴーーーーーっと水の音がすごいです。
でも、トンネルに入った下のほうになると、音が小さくなるので、面白いな。と思
って、CP にしました。
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“ i ”の石柱
CP ゲット チーム数
三角形の緑地の中にある、アル 51 チーム （約 48％）
ファベットの i の文字としか表現で （全 106 チーム中）
きない、立派な石柱。
住宅地で迷ってもらいましょう♪ということで、この CP にしました。何故、この形
の石柱にしたんだろう？と思ってしまいます。上の○なんか、なでなでしたくなる
ほどの球体ですｗ
真田徳川会見之地
CP ゲット チーム数
徳川「上田城、明け渡せや」
39 チーム （約 36％）
真田「はーい。ちょっと（迎撃の） （全 106 チーム中）
準備するから待ってね」
信濃国分寺の境内のなかで、真田丸効果で、昨年できた碑です。厳密には(推
定)らしいですｗ。
第二次上田合戦のとき、徳川軍が真田に上田像を明け渡すよう、会議の場を
設けたところです。敵味方に分かれた、兄弟が面会したとか。真田昌幸は「上田
城を明け渡す。だけど準備二時間がかかるから、待ってください」といっておきな
がら、戦の準備をして、準備が終わったら、「戦の準備が終わったから、かかって
こい」と徳川を激怒させたエピソードの場所です。
夢ハウスあずさ号
CP ゲット チーム数
特急「あずさ号」の車両に泊まれ 37 チーム （約 34％）
るお宿。なぜ「夢」なのか？それ （全 106 チーム中）
には不思議なエピソードが・・・
特急「あずさ号」の車両がおいてあり、実際に泊まれるお宿なんです。あ、食事
もできるようです。一度泊まってみたいなーと思ってみたりするんですが、自宅か
らたった 3 キロしか離れてないんで、気が引けます(笑)
なぜ「夢」なのか？
詳しくはホームページ（ http://www.yumehouse.co.jp/ ）をご覧になったほうが
いいかと思います。なんかそういえば、テレビで見たことあるエピソードでした。
白蛇神社
CP ゲット チーム数
昨日は、毎年恒例の「火渡り」の 52 チーム （約 49％）
儀式が行われたようです。(実は （全 106 チーム中）
まだ見たことがない汗)
3 回目にして、やっと CP にしました。「しろへび」と書いて、「はくじゃ」と読みま
す。白い建物が印象的で、祠には「白蛇」？もいます。国道からの登り坂がきつか
ったり、登山道からのアクセスもわかりにくかったかと思います。
ホームページ：
http://www.ne.jp/asahi/hakuja/jinja/NewFiles/newgosaijinphoto.html
で、白蛇の所以や、火渡りの儀式についても記載されてます。実はまだ火渡りの
儀式見たことないんですよね～
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念ずれば花開く鐘
CP ゲット チーム数
赤松小三郎さんとの関係は？で 31 チーム （約 29％）
すが、赤い鉄骨が東日本大震災 （全 106 チーム中）
の脅威を物語ってます。
太郎山山頂を囲むように CP のトライアングルをつくってみました。さて、このト
ライアングルをどのように選手は回るのかな～と思ってました。
このオブジェクト、昨年の上田ロゲにはなくて、今回新しくできたので、CP にし
ました。上田は毎年、変化しているのですよ。ふっふっふっ。
パン屋 LEVRE and BON
CP ゲット チーム数
れ？れーぶる？あんど ぼん。 30 チーム （約 28％）
天然酵母のパンとおいしいケー （全 106 チーム中）
キとかわいい店員がいるお店。
食べ物狙いの CP。ちゃんと、ロゲの CP 調査のときは味も確認しています。キ
ッシュおいしかったな～。大会中、ここでパンを買った選手もいたようです。「かわ
いい店員がいなかった」という苦情は、「無し」でお願いしますｗ。あと、 お店の
FACEBOOK もあります。
虚空蔵山 西峠の分岐
CP ゲット チーム数
数年前に上田側からの登山道を 24 チーム （約 22％）
整備して復活させた思い入れの （全 106 チーム中）
あるルートです
2 回連続、虚空蔵（こくぞう）山山頂に CP を設定してたので、今回は外してここ
にしてみました。鞍部(山脈の凹)にあり、縦走ルートと、上田側と反対側の坂城町
側の四方のルートが交わる場所です。
上田側は、数年前に地元のおじいちゃんたちと復活させたルートなので、ぜひ
使ってください♪
空気弁
CP ゲット チーム数
登山道に突如現れる凸の物体。 4 チーム （約 3％）
この上にのってみると、カレーが （全 106 チーム中）
食べたい気分になりません？
不人気 CP 1 位
不人気 CP１位、たった４チームしか来なかった CP となりました。みなさん、そ
んなに「かれー食べたくないんですか？」。あ、カレーは特に意味ないです。コメン
トの内容が少なかったので、「学食のカレーネタ」に便乗しました。
ここをゲットした４チームの方々、ここにのったら、カレー食べたくなりませんで
した?
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亀井城跡
CP ゲット チーム数
「積城跡」よりも東側にある、戦国 34 チーム （約 32％）
時代の城跡（というか櫓？）足元 （全 106 チーム中）
の看板を見落とさないように。
突如、登山道の足元に出現する看板。「積城跡」と「亀井城跡」の二つがあるの
ですが、CP１５１と取った後にすぐ取れそうだけど、取れないようにするため、離
れたほうの亀井城にしました（いじわるでしょ～ｗ）
足元に小さな看板があるだけなので、見落としやすいかなと。特に冬は雪で埋
もれてます
鉄人２８号
CP ゲット チーム数
子供からお年寄りまで楽しめ 14 チーム （約 13％）
る理容店。店内は、もっとスゴイ （全 106 チーム中）
ものが、ごろごろあります。
今年の CP 探索で見つけた場所。いいネタですが、何で今までこんな面白いの
に気がつかなかったんだろう?と悔やんでますｗ。
この「鉄人２８号」と理容店の関係性が、外観から見ただけではわかりません
が、お店のホームページを見たら、納得しました。
上田市の理容室・ブライダル・シェービングエステ｜KIDS
http://www.hi-yorokonde.com/detail/index_581.html
上田高等学校学有林
太郎山の西側の峠にある看板。
カレーライス 410 円の学食がある
高校がこの辺を借りてました。

/ ぷしゅけ
CP ゲット チーム数
31 チーム （約 29％）
（全 106 チーム中）

太郎山山頂を囲むように CP のトライアングルのひとつ。CP３５の上田高校との
絡みネタ CP です。（なので、学食のカレーネタ）
CP のトライアングル３つを取ると、高得点になるようにしたので、たくさんの方が
登っていただき、ありがとうございました
天白山の階段
CP ゲット チーム数
ふっふっふっ、今年は 100 段で勘 54 チーム （約 50％）
弁してやろうではないか。
（全 106 チーム中）
下りは気をつけてね。
507 段の階段ですが、今回は一番上ではなく、ちょっと？（５分の１）登ったところ
にしてみました。だけど、階段の足を乗せるところが狭いので、降りにくいんです
よ。 せっかくだから、全部登った選手もいたようです。

解説

ちなみに、ここに入るところの「シカ柵ゲート」と鳥居が、ポケモン Go のポケステ
になっています。ポケステの名前は、「封鎖せれた鳥居」だったかな？
シカ柵ゲートで神社が封鎖されたように感じたんだろうな～と思うのですが、「封
鎖された」でなく「封鎖せれた」の誤字に笑
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ベレーニョ
CP ゲット チーム数
コースプランナー行きつけのサイ 65 チーム （約 61％）
クルショップ。店主の大好物は梨 （全 106 チーム中）
です。
人気 CP4 位。店主、ちゃんと宣伝しといてあげましたよー。あいにく、ロゲイニン
グの日は、定休日でお店はお休みでした。たまにサイクリングや MTB のイベント
もやってます。
お店のホームページ：http://www.velenyo.com/
太郎山林道分岐
CP ゲット チーム数
昨年、ココの CP をとった方が絶 18 チーム （約 16％）
望感を味わったというので、今回 （全 106 チーム中）
も採用しました(笑)
上田市に対し、太郎山の向こう側に CP を置いて、戦略性を高めてみたのが、
昨年の話。で、昨年ここの CP を取った、K 氏が「きつかった」とうれしい言葉を頂
きました。なので、ゼミ、他のみんなにも味わってもらおうと思って、また CP にしま
した。
・・・・本音は、「新しく CP 探すの面倒だから、同じところでいいや」です（笑）
CP77 と CP150 と絡めて取った方が高得点を取っていましたね。CO83、P102 の
方向に行ったチームがいなかったから、来年は・・・・ﾑﾌﾌ
太郎山表参道 14 丁 丁石
CP ゲット チーム数
表参道登山道の中間に位置する 31 チーム （約 29％）
鳥居。ポケモン Go のアレにもな （全 106 チーム中）
ってます。
登山道の石の鳥居にある碑。前日の太郎山バーティカルでは、給水所にもなっ
ていました。
CP103 とは直線距離では近いけど、崖になっているので、迂回する必要があり
ます。
川魚料理 ひばち屋
CP ゲット チーム数
鮎の塩焼き、刺身、てんぷら、田 38 チーム （約 35％）
楽、鮎こく、姿ずし、雑炊などの （全 106 チーム中）
鮎三昧、食べてみたい～
千曲川味の民芸
ひばち屋
お店のＨＰ：http://w1.alpha-web.ne.jp/~rdplan/

解説

南東の高得点ＣＰとしてみました。まだ入ったことがないんですよねー、このお
店。地元なので、いつでも行けると思ってたら、10 年経過しました。
CP64 と一緒にとるところですが、CP100⇔CP64 の間は迷路みたいなところな
ので、存分に迷っていただけたかな?
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仙石久秀の墓.
週刊ヤングマガジン連載中の「セ
ンゴク」シリーズの主人公。墓地
では静かに通るよーに！

CP ゲット チーム数
86 チーム （約 81％）
（全 106 チーム中）
人気 CP 1 位

街中にある、高得点ＣＰ。たくさんの方がここを目指しましたが、「そう、簡単に高
得点はあげません（笑）」。 芳泉寺の境内で迷ってもらいましょうｗ。
ここは、真田関連で有名な「小松姫」のお墓があります
・・・が、
あえて、その奥の
仙石久秀のお墓にしました。

解説

仙石久秀は・・・・真田が上田から松代に配置換えされたときに、真田の変わりとなった上田の領主なの
ですが、この人も真田に劣らずのスゴイ生き方をした戦国武将です。秀吉がまだ織田信長に仕えていたとき、仙
石は秀吉の家来として働いており、姉川の合戦の時には戦場に出ており、秀吉と共に戦場を駆け回っており、中
国征伐の際には、奉行、そして、淡路島の領主と、着々と出世し、本能寺の変後は,紀伊、四国へ出兵し、大名と
しての地位を確保していきました。順調な出世でしたが、人生の転機が訪れます。秀吉の九州出兵の際、命令
無視で九州を統治していた島津氏に命令無視で攻撃し、そのあげく、ボコボコに負け、自分の阿波の領土まで
逃げた大失態をやらかし、秀吉から激怒され、領地没収、クビです。会社に例えるとわかりやすいのですが、仙
石君は、最初織田信長の会社の秀吉さんの部署に配属され、そこで働いて、秀吉さんが独立して会社を作って
も、秀吉さんの会社で働き続け、順当に係長、課長、部長と出世していきましたが、九州征伐で大失態をして、秀
吉さんの会社をクビになりました。・・・が、無職になった仙石さん、すごいのはここからで、小田原征伐のさい、無
理やり押しかけ、働きました。その結果、徳川家康さんに拾われ、今度は徳川さんの会社で働くことになりまし
た。そして、秀吉さんが死んで、関が原の戦いのとき、仙石さんは、次期社長の秀忠さんのもとで、真田のいるこ
の上田城を攻めてました。徳川の世になってからは、上田の東の小諸の大名となりました。真田が上田から松
代へ移動させられたあとは、仙石君がここを納めましたとさ。仙石君は安土桃山時代から江戸時代まで長く行き
抜いた人でした。
週間ヤングマガジンで、この仙石君の一生をつづった漫画が連載中です。
第 1 部 「センゴク」：全 15 巻：ただの兵隊のときの話で、青春時代。浅井家滅亡まで。
第 2 部 「センゴク天正記」：全 15 巻：家来を雇って、係長奮闘の話で、結婚します。武田家滅亡まで。
第 3 部 「センゴク一統記」：全 15 巻：奉行、大名のときの話で、九州征伐から本能寺の変、小牧・長久手の戦い
まで、織田信長から豊臣秀吉の時代へと代わるときのお話。
第 4 部 「センゴク権兵衛」：今連載中：
いまは、四国征伐が終わり、人生の転機で盛り上がりの場面でもある、九州征伐が始まります。これからの話の
展開は、第二次上田合戦とかで、真田との絡みも出てくるので、まだ読んでない方は、BOOKOFF 等で、今のうち
に最初からがんばって読んでください
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太郎山裏参道 民族遊歩８
CP ゲット チーム数
北に伸びる登山道を進むと「刀 31 チーム （約 29％）
の刃」という場所があります。もう （全 106 チーム中）
すぐ血染めのつつじの季節です

太郎山山頂を囲むように CP のトライアングルのひとつ。北東の高得点ＣＰとし
ました。なんとも、怖いことが書いてありますが、そんな怖くないです(アルプスと
か、戸隠のアリの門渡りとかにくらべれば)
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大山祇神社
CP ゲット チーム数
学食のカレーとは、まったく関係 11 チーム （約 10％）
ありませんが、昔はこの道からも （全 106 チーム中）
峠越えで真田地区に行けました
太郎山の表参道登山道とは別の選択肢を持たせるため、裏参道登山道ルート用
にこの CP を設けました。あまり、位置説明に書く内容が乏しかったので、困ったと
きのカレー頼み。
この道から、昨年の最高得点 CP の峠を通って、真田地区に行けるルートが昭
和初期ごろまでにはありました。
舟窪古墳群
CP ゲット チーム数
「古墳 de コーフン、古墳に王、埋 6 チーム （約 5％）
葬で、Oh my soul」という歌詞のソ （全 106 チーム中）
ングがこの世にあるらしい
不人気 CP 2 位
南の高得点ＣＰ。今回、南に行く人は少なくなりそうだから、行きたくなるように、高
得点にしました・・・・が、ほぼ平らな林の中で、目印も少ないので、そう簡単に高
得点は取らせませんよ～。（迷った方もいたそうですが、）
第１回のときと同じ場所なんですが、被写体は変えてます。

解説
ちなみに、「古墳 de コーフン、古墳に王、埋葬で、Oh my soul」という歌は、下記に
あります。ほんと、秀逸な歌ですｗｗｗ
HP: http://kofun.jp/
古墳にコーフン協会 ： 古墳シンガー【まりこふん】率いる、古墳にコーフン（興奮）する集団
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菖蒲平コース登山口
CP ゲット チーム数
林道の行き止まり。上田では「菖 25 チーム （約 23％）
蒲平」「勝負平」ですが、隣の坂 （全 106 チーム中）
城町は「陣場平」と呼ばれます。
北西の高得点ＣＰ。この辺に CP 置きたいな～と思って、これにしました。
面白みがなくてごめんなさい。
なので、高得点にしましたｗ
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兎峰分岐
CP ゲット チーム数
登山道の分岐。一つの木の幹に 33 チーム （約 21％）
看板が二つ設置されてます。兎 （全 106 チーム中）
峰の景色は絶景です。

CP46 の解説に記載した「ごーろ」を選手に通ってもらいたいが故に、CP をここに
しました。太郎山～虚空蔵山を縦走した人は、一旦下って、また登り返してもら
う、なんとも意地悪な CP ですｗ
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おわり

千曲公園
CP ゲット チーム数
今回の絶景 CP。ん？えぇ、そう 59 チーム （約 55％）
ですよ。あの断崖絶壁の上に公 （全 106 チーム中）
園があります。
今回の最高得点ＣＰ。約半数の方がココを取りました。崖の下をさ迷った方もいた
ようですが、位置説明に「断崖絶壁の上」と記載してあるので、崖の上です、は
い。
ちゃんと崖の上には、フェンスがありますので、ご安心を。下から眺めると、結構
な崖ですが、そんなに標高差はないんですよ。まぁ、落ちたら死ぬレベルですが
(汗)
車でもいけるところなので、夜は夜景がきれいな地元民のデートスポットとなっ
ております。

