
内容 足柄平野をぐるっと1周するコースです。

コース JR御殿場線上大井駅～富士見塚～松田山～河村城跡～洒水の滝～大雄山 乗寺～小田原フラワ
ーガーデン～地球博物館～石垣山城～小田原文学館～小田原城址公園 約62km

試走車 車種 スズキ スイフト HT51S FF  5速MT

タイヤ 前輪195/45R16 ダンロップ DZ101 後輪195/55R15 ダンロップZ2

距離計測器 永井電子 スピードモニター No.4010 1ｍ単位計測

走行 制限速度+α キープレフト グリップ走行

走行日等 2016年5月 22日、29日 天候：晴れ 路面：ドライ

基準距離 スタート～ＯＤ（ｵﾄﾞﾒｰﾀｰﾁｪｯｸ）まで 5.096km

開催期間 2016年6月12日～2016年10月10日

応募締切 2016年10月17日まで必着

結果発表 2016年10月24日ごろ予定

クラス区分 クイズィクラス 採点は距離回答0.1㎞単位+問題解答の合計で順位を決定します。

ラリークラス 採点は距離回答0.01㎞単位+問題解答の合計で順位を決定します。

成績 距離回答と問題の正誤により、誤答の場合決められた点数を減点し、減点合計の少ない順に順位を
決めます。同点の場合、①距離減点が少ないチーム、 ②自宅からスタート地点までの道程（100km単
位に四捨五入）が遠いチーム、③回答提出日が早いチーム（消印、又は送信日）の順に優位とします。

参加費 無料、但し入館料・駐車料・交通費・宿泊費・通信費・印刷費など経費は各自負担。

解答提出方法 所定の解答用紙に記入し ①当Web送信フォームより送信、②郵送希望の場合は送信フォームより「郵
送希望」とお送りください。送付先をメールにてお伝えします。いずれの場合もメールアドレス必須で解
答受理をメールでお伝えします。送信又は発送から1週間が過ぎても受理メールが届かない場合は投
稿フォームから問い合わせをお願いします。

質問等 当Web投稿フォームよりお願いします。なお質問に対しては解答の必要が有ると主催者が判断した場
合のみ公式通知にて公開します。又、解答提出済みのチームがある場合でも考慮しない物とします。
施設等へ直接の質問はご遠慮頂くようお願いします。

注意事項
参加者は注意事
項の旨を了解し、
参加したものとしま
す。

1）当「かいせいクイズ＆ラリー」に参加中、万一、事故等のトラブルにあわれても主催者、作成者、事務
局、協賛者など関係者は一切責任を負わないものとします。

2）ご参加頂いた場合は当Webページにチーム名、車名、走行日、ドライバー名、ナビゲータ名（ハンド
ルネーム可）、成績、住所の県名までを掲載することに同意して頂いたものとします。

3) 道路は狭い場所や路面の荒れている所があります｡又､問題への通路などは足場が悪いところもあ
ります｡危険と思われた場合は安全第一、各自の判断で走行･歩行を中止して下さい｡

4）各施設内に問題があります。開館日、開館時間内に入場して下さい。

5）このドライブラリーのラリークラスはドライブラリー選手権2016(DRC2016)に登録させていただきました。
これに伴い、このドライブラリーの結果がドライブラー選手権2016(DRC2016) http://www.ohari-
drive.com/framepage1_files/DRPJ/DRC2016.htmに反映され、お名前と成績がドライブラリー選手権の
Webページに掲載される可能性があります。お名前を匿名，ドライブラリー選手権に参加希望されない
場合は回答用紙へその旨ご記入をお願いします。

賞品 各クラス、1～6位：順位認定ステッカー、減点10以内：完走認定ステッカー

主催 チームかいせい 代表 榊原 修

作成 チームかいせい 協賛 有限会社 開成タイヤ商会

公開URL http://kaisei-jp.net/rally/ 連絡先

かいせいクイズ＆ラリー 2016第1回 「ぐるっと足柄平野」62km 開催要綱



かいせいクイズ＆ラリー 2016第1回 「ぐるっと足柄平野」コースガイド

スタート：JR御殿場線・上大井駅
東名高速道・大井松田ICからほど近い閑静な駅です。

2図先：ブルックス
時間 売店9:00～18:00 Cafe10:00～17:00

コーヒーのBROOK’Sです。Caféと売店、無料試飲コーナーもあ
ります。X問題を含めて問題はありません。

OD：大井町郷土資料館・お山のギャラリー
時間8:30～17:00 休館日月曜日

写真や農具の展示があります。裏手には見晴らし所があります。

1cp：富士見塚
見晴らし休憩所からは天気が良ければ富士山や伊豆半島ま
で見渡せます。

2cp：松田山西平畑公園、ハーブガーデン
駐車場 土日料金：1回500円平日無料
売店 営業時間9:00～17:00
レストラン 土日祝11：00～16：00 平日11：00～15：30

足柄平野を一望できます。X問題を含めて問題はありません。

23図：河村城跡
平安から鎌倉、室町、戦国期まで歴史上に名前が出てきます。

3cp：洒水の滝
駐車場から数分でひんやりとした別の空間に入ったかのようです。
「日本の滝百選」「全国名水百選」 に選ばれています。

4cp：大雄山 最乗寺
開創、守護道了大薩埵から道了さんとも呼ばれています。天狗
になったとの言い伝えから境内に天狗や高下駄、団扇などが奉
納されています。8つのパワースポットがあります。巡ってみてはい
かがでしょうか。

5cp：小田原フラワーガーデン
休園日：月曜日（祝日の場合は開園し翌日休園）
駐車料金無料、屋外施設 無料 9:00〜17:00
トロピカルドーム 入園料おとな200円 トロピカルドーム温室 9:30〜17:00 

カフェハイビスカス 営業：土日曜日、祝日時間：10:00～15:30

1年を通していろいろな花が楽しめます。

小田原フラワーガーデン、地球博物館、小田原文学館は開館日、開館時間内にお願いします。
有料の施設内に問題はありません。



かいせいクイズ＆ラリー 2016第1回 「ぐるっと足柄平野」コースガイド

6cp：生命の星地球博物館
午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）休館日：月曜日（祝日・振替休日は
翌平日）館内整備日（毎月第2火曜日）20歳以上65歳未満（学生を除く）520円

地球の歴史と生命の多様性を展示した自然系博物館です。
地質学系、化石、生物の展示があります。ジャンボブックは迫力
があります。

50図：石垣山城
豊臣秀吉が小田原北条氏との合戦のため築いた城がありまし

た。石垣山一夜城または太閤一夜城とも呼ばれます。

50図：一夜城 Yoroizuka Farm
パティスリー 10:00～19:00 レストラン Café Time I 10：00～10：40L.O.Lunch Time 
11：30～14：00L.O.Café Time II 14：00～16：00L.O.

スイーツやクッキーなどを販売しています。ソフトクリームが時々
変わります。

53図近く：早川漁港
小田原さかなセンター、魚市場食堂、漁師めし食堂など早川

漁港周辺に食堂があります。お昼時は混み合います。X問題を
含めて問題はありません。

ゴール：小田原文学館・白秋童謡館
童謡館と共通 大人：250円小・中学生：100円
開館時間 9時00分～17時00分(入館は16時30分まで) 

小田原ゆかりの文学者の生涯や作品についての展示がされて
います。建物は昭和初期のモダニズム建築です。
白秋童謡館には創作童謡、白秋が日本で初めて本格的に

翻訳したマザー・グースのコーナーもあります。建物と庭園は和
風。

59図：小田原城址公園
天守閣
午前9時00分～午後5時00分(入館は午後4時30分まで)
天守閣と歴史見聞館との共通券一般：650円、天守閣一般：500円

甲冑・刀剣 などが展示されています。
小田原城歴史見聞館
午前9時00分～午後5時00分
天守閣と歴史見聞館との共通券一般：650円、歴史見聞館一般：300円

北条氏の歴史や江戸時代小田原宿の様子が楽しめます。
小田原市郷土文化館
開館時間午前9時00分～午後5時00分 入館 無料

足柄平野と小田原の歴史、自然、についての展示があります。
小田原フラワーガーデン、地球博物館、小田原文学館は開館日、開館時間内にお願いします。
有料の施設内に問題はありません。



かいせいクイズ＆ラリー2016年第1回「ぐるっと足柄平野」レイアウト
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CP、図番と問題はおおよその位置です。

小田原フラワーガーデン屋外、地球博物館エントラ
ンス、小田原文学館屋外、小田原城址公園屋外に問
題があります。開館時間内に入場して下さい。

食事処は国道255号、県道78号、国道1号沿い、
大雄山駅、早川漁港、小田原駅周辺にあります。

https://openstreetmap.jp/ma
p#zoom=14&lat=35.32896&lo
n=139.16247&layers=0B0FF
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有料施設内に問題は有りません。

小田原城址公園 屋外無料 時間制限特になし
•天守閣
開館時間 9:00〜17:00(入館は16：30まで)一般：500円
天守閣と歴史見聞館との共通券一般：650円
•小田原城歴史見聞館
開館時間 9:00〜17:00(入館は16：30まで)一般：300円
天守閣と歴史見聞館との共通券一般：650円
•小田原市郷土文化館
開館時間 9:00〜17:00(入館は16：30まで) 入館無料

© OpenStreetMap contributors 

https://openstreetmap.jp/map
#zoom=15&lat=35.25333&lon=1
39.14654&layers=0B0FF

© OpenStreetMap contributors 

ゴール：小田原文学館・白秋童謡館
童謡館と共通 大人：250円
開館時間 9:00〜17:00(入館は16：30)

5cp：小田原フラワーガーデン
屋外施設 無料 9:00〜17:00
トロピカルドーム 入園料おとな200円

6cp：生命の星地球博物館
20歳以上65歳未満（学生を除く）520円
9：00～16：30（入館は16：00まで）
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