
令和 4年 5月 17 日 

 

 

「Kobo Trail 2022～弘法大師の道～」 
開催結果について 

 

奈良県・吉野町・天川村・五條市・野迫川村で構成する、「弘法大師の道トレイルランニング実行委

員会」では、吉野山「金峯山寺（きんぷせんじ）」、天川村「洞川温泉」と高野山「金剛峯寺（こんご

うぶじ）」を結ぶ「弘法大師の道」を活用したトレイルランニングレース、「Kobo Trail 2022 ～弘法大

師の道～」を 5 月 14 日・15 日に開催しました。 

今大会の完走率は 87.2％（前回大会は 92.7％）となりました。7 回目の開催となる今大会からは、7

回完走者に「先達証」が贈呈されます。今大会では KtoK で 1 名、DtoK で 3 名の方が達成されました。 

 

記 

■レース概要 

○コース：【K to K】吉野山金峯山寺～高野山金剛峯寺 距離５５．７km、累積標高差３,７７０ｍ 

        【D to K】天川村洞川～高野山金剛峯寺    距離４３．２km、累積標高差２,２６３ｍ 

        ★コースディレクター ：横山峰弘 氏（プロトレイルランナー） 

 

○日 程：5 月１４日 (土) 受付 

        【K to K】 金峯山寺にて夕座勤行、結団式  【D to K】 龍泉寺にて護摩、水行体験 
                        

5 月 1５日（日）  レース本番 

【K to K】 6:00 吉野山金峯山寺スタート     【D to K】 8:00 天川村洞川温泉スタート 

16:00～ 表彰式・男子 （高野山 根本大塔前） 

17:00～ 表彰式・女子 （高野山 根本大塔前） 

20:00 ゴール閉鎖                     

                                         ＜出走者内訳＞ 

■出走者：計 149 名 （内訳は右表のとおり） 

☆ゲストランナー 鏑木毅 氏（プロトレイルランナー） 

  

（参考：2019 年出走者数 （全体：205 名、【KtoK】144 名、【DtoK】61 名）） 

 

＜参加者年齢＞                      ＜参加者居住地＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 男子 女子 計 

【Ｋ to Ｋ】 74 名 23 名 97 名 

【Ｄ to Ｋ】 28 名 24 名 52 名 

計 102 名 47 名 149 名 

 最年長 最年少 平均 

男性 71 歳 35 歳 50.95 歳 

女性 63 歳 34 歳 52.49 歳 

関東 中部 近畿 中国 四国 九州 北海道 

16％ 9％ 66％ 3％ 2％ 3％ １％ 



順位 ゼッケン 名前 時間

1位 38 太古 翔太 8時間50分

2位 15 松浦 弘幸 9時間06分

3位 40 緒方 正宏 9時間16分

順位 ゼッケン 名前 時間

1位 207 神庭 和美 11時間34分

2位 212 浅野 由紀 11時間52分

3位 223 井口 由美 11時間54分

順位 ゼッケン 名前 時間

1位 310 山谷 良登 5時間44分

2位 321 山口 昌宏 6時間59分

3位 302 川地 智之 7時間01分

順位 ゼッケン 名前 時間

1位 423 松岡 友紀 8時間04分

2位 418 越野 智子 8時間51分

3位 415 中谷 京子 9時間24分

■完走者：計１３０名（男性：９０名 女性：４０名）  

（完走率：87.2％ 男性：88.2％ 女性：85.1％） 

【K to K】  ８７名（男性：６６名 女性：２１名）  （完走率：89.7％ 男性：89.2％ 女性 91.3％）  

【D to K】  ４３名（男性：２４名 女性：１９名）  （完走率：82.7％ 男性：85.7％ 女性 79.2％）  

＜参考＞2019 年完走率 （全体：92.7％、 【K to K】 91.7％、 【D to K】 95.1％）  

 

■レース結果（優勝タイム、男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ゲストランナー（【K to K】）  鏑木毅 氏 （プロトレイルランナー）  10 時間 10 分 

（一般参加者より 10 分後のスタートで出走者と交流しながら完走していただきました） 

 

○5 回出場者への記念品の贈呈 

 本大会で KoboTrail 5回参加の選手に記念としてミニホラ貝、手ぬぐいが贈呈されました。 

 

 

 

 

  

 

 

○準先達証について 

 5 回目完走者へ KoboTrail 準先達証を授与します。 

 

 

 

 

 

 

○先達証について 

 7 回目完走者へ KoboTrail 先達証を授与します。 

 

KtoK 男子 KtoK 女子 

DtoK 男子 DtoK 女子 

ミニホラ貝 手ぬぐい 


