第3回

南紀田辺 UME ロードマラソン

大会参加にあたっての留意事項

車で来られた方は、先に指定の駐車場に車を置き、走る準備をして受付会場までお越しください。指
定の駐車場につきましては、別紙『会場周辺図』を参照してください。
（駐車場は 15:00 に閉鎖します。）
※前日は、受付会場まで車の乗り入れはできますが、当日は入れませんのでご注意ください。
※中芳養中学校駐車場からは、シャトルバスが出ていますが、その他の駐車場からは徒歩でお願いし
ます。シャトルバスの運行は、7:00～9:30、11:00～14:30 で 10 分間隔を予定しております。
1. ランナー受付

（別紙『メイン会場図』
）

2 月 25 日（土）
2 月 26 日（日）

15：00 ～ 17：00
7：15 ～

8：45

※受付は時間厳守にてお願いします。
・受付場所：JA 紀南 中芳養支所（スタート・ゴール会場）
・支給品袋の受け取りには、必ず『参加通知書（ハガキ）
』を持参し、受付に提示してください。
（名前、種目、ゼッケンナンバー、T シャツのサイズが記入されています）
2. ゼッケン
ゼッケンは、参加種目により下記の通り異なります。
種

目

ハーフマラソンの部

部

門

ゼッケンの色

男子の部

レッド

男子の部

001 ～ 258
301 ～ 352

女子の部
１２㎞の部

ゼッケンナンバー

ブルー

女子の部

501 ～ 674
701 ～ 783

・ゼッケンは 2 枚です。
（前後用）
・正面からはっきり見える位置（ヘソから上、胸部）で止める
ようお願いします。背中にも見える位置に止めてください。

※ゼッケンは前後に付ける

・ゼッケンは、選手と一般の方とを区別するものです。
・ゼッケンの裏側には、IC チップカードが付いています。
ランナーの記録を出すためのものです。
IC チップカードが付いている方を前にしてください。
取り外したりしないよう大切に扱ってください。

マラソン
123
ッケン

・ゼッケンへの加工はルール違反となります。そのままの形で使っ
てください。
・閉会式にて抽選会を行います。ゼッケン番号が抽選番号となり
ますので、終了まで大切においてください。
3. IC チップカード（記録計測発信器）
・本大会では、全てのランナーのゴールタイムの計測は IC チップカードを使います。
・IC チップカードは、受付時にお配りするゼッケンに付いています。IC チップカードを装着してい
ないと記録計測ができません。ゴールするまでは取り外さないようお願いします。

4. IC チップカードの回収
・IC チップカードは、ゴール後スタッフ（係員）が回収しますので、必ず返却してください。
・途中でリタイヤした場合は、IC チップカードをお近くのスタッフ（係員）に返却してください。
・IC チップカードを未返却のランナーには、後日、実費（2,500 円）を請求させていただきます。
5. 更衣室

（別紙『メイン会場図』
）

・男子更衣所：JA 紀南 中芳養支所 選果場
・女子更衣室：JA 紀南 中芳養支所 2F 会議室
※更衣室には、ランナー以外の立ち入りはできません。
・男女更衣室には、手荷物を各自自由に置いてください。
但し、手荷物、物品などの紛失については、主催者は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
6. 手荷物預かり
・手荷物預かりは、遠方より車ではなく電車やバス等を乗り継いで来られた方の為の手荷物預かり
となります。
・貴重品、精密機器、動植物、こわれ物などはお預かりできません。
・手荷物、物品などの紛失については、主催者は一切責任を負いません。
・預けた手荷物は、13：30 までにお引き取りください。
7. ウォーミングアップ
・コース内（一般道）でのウォーミングアップは禁止します。歩道などを利用ください。
8. 医療救護
・大会当日、ご自分の体調をチェックしていただき、体調不良の場合は無理をせず、受付後であっ
ても出場を取りやめるようにしてください。
・レース中、体調に異常が感じられた場合は、すみやかにレースを中止してください。その場合は
お近くのスタッフ（係員）に必ず申し出てください。あわせて IC チップカードも返却してくださ
い。
※無断で帰宅することのないようお願いします。
・当日は、健康保険証を必ず持参してください。
・天候にかかわらず、脱水症予防の為、必ずスタート前とレース中に水分を摂ってください。
・医師と看護師が待機して、必要な場合に応急処置を行います。
[救護所：スタート・ゴール会場、古屋谷]
・公益社団法人和歌山県柔道整復師会所属のトレーナーが待機して、骨折・脱臼・捻挫・打撲・
挫傷の応急処置及びテーピング・ストレッチ・スポーツマッサージを行います。
[場所：スタート・ゴール会場]

[時間：8:00～14:00]

9. スタートと関門、制限時間
種

目

ハーフマラソンの部
１２㎞の部
10. 左側通行と距離表示

スタート

関門：制限時間

ゴール制限時間

9：45

8.7 ㎞地点：1 時間 10 分

3 時間 00 分

5.2 ㎞地点：50 分

1 時間 50 分

10：30

・コース上では、キープレフト（左側通行）を心がけてください。
・特にハーフの部の 18.3 ㎞地点・12 ㎞の部の 9.2 ㎞地点は、道幅が極端に狭く蛇行していますので、
できるだけ 1 列になって左側通行してください。
※一般道を走りますので、車には十分注意してください。完全交通規制ではありません。
・距離表示は、次の通り道路の左側に設置。
・ハーフの部

1 ㎞～18 ㎞まで 1 ㎞ごと、ラスト（3 ㎞、2 ㎞、1 ㎞、500m）

・１２㎞の部

1 ㎞～8 ㎞まで 1 ㎞ごと、ラスト（3 ㎞、2 ㎞、1 ㎞、500m）

11. エイドステーション（AS）と仮設トイレ
場 所

距

離

本部 AS

内

容

仮設トイレ

水、S ドリンク

あり

田中会館 AS

3.5 ㎞

水、S ドリンク

1基

石神邑 AS

7.8 ㎞

水、S ドリンク、梅干し

1基

鎌谷橋 T 字路

8.7 ㎞

なし

1基

不動農園前

11.0 ㎞

なし

1基

古屋谷 AS

11.6 ㎞、15.0 ㎞

水、S ドリンク、梅干し、みかん、バナナ

なし

古屋谷救護

12.5 ㎞、14.1 ㎞

なし

1基

水、S ドリンク、梅干し、みかん、バナナ

1基

小野 AS

9.9 ㎞、19.0 ㎞

・スペシャルドリンク（個人専用）は、お受けできません。
・AS での紙コップなどのゴミは、必ずゴミ箱に入れてください。
12. 完走証と記録
・ゴール後すぐに、完走証をお渡しますので、スタッフ（係員）にゼッケンの提示をお願いします。
・全体の記録に関しては、大会ＨＰにアップしますので、各自でプリントアウトしてください。
13. 表彰
表彰対象は以下の通りです。
総合男子：1 位～6 位
ハーフマラソンの部

男子年代別：39 歳以下、

総合女子：1 位～6 位
1 位～3 位 女子年代別：39 歳以下、1 位～3 位

男子年代別：40 歳～59 歳、1 位～3 位 女子年代別：40 歳以上、1 位～3 位
男子年代別：60 歳以上、

1 位～3 位

総合男子：1 位～6 位
１２㎞の部

男子年代別：39 歳以下、

総合女子：1 位～6 位
１位～3 位 女子年代別：39 歳以下、1 位～3 位

男子年代別：40 歳～59 歳、1 位～3 位 女子年代別：40 歳以上、1 位～3 位
男子年代別：60 歳以上、

1 位～3 位

※年代別表彰は総合入賞者を除きます。
・表彰式は、12：00 よりスタート・ゴール会場にて行います。
・特別賞：最年長賞、最遠来賞
14. その他の注意事項と義務
① 参加者は、自己の健康管理に十分注意し、健康診断や心電図検査などを受け、各自の責任におい
て参加してください。なお、大会中の事故、疾病等はすべて各自の責任として、主催者は一切の

責任を負いません。
② コース上は、完全交通規制している訳ではなく一般車両も走っていますので十分注意してくださ
い。また、火災、事故等により緊急車両がコース上を通行する場合には、緊急車両の通行を優先
させますので、一時停止していただくなどスタッフ（係員）の指示に従ってください。
③ 主催者は、傷病などに関し、応急処置のみを行います。
④ 受付後、何らかの理由により出場を取り止める場合は、支給品袋に入っているゼッケンに付いた
IC チップカードを返却してください。返却の無い場合は、実費（2,500 円）を請求させていただ
きます。
⑤ 年齢、性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。
⑥ 参加料の返金は一切行いません。
⑦ 大会中の映像、写真、記事、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は主催
者に属します。
⑧ 主催者は、個人情報保護法令を厳守し参加者の個人情報を取扱います。
15. 大会開催の最終決定について
・災害・悪天候等による大会中止の発表は、下記の日程と方法で行います。
△最終決定日時： 2 月 25 日（土） 17：00
2 月 26 日（日）

6：00

△発表方法：大会公式 web サイトにて発表します。

http://www2.w-shokokai.or.jp/muro/

