溜めていた想いを吐き出 せ！

えちご・くびき野がみんなの走りを待っている!

新型コロナウイルスの世界的流行から2年以上。えちご・くびき野は、絶え間なく続いた声援やハイタッチを、
拍手やマスクの下に隠れる笑顔、そして目には見えない「想い」に変えて、ランナーにエールを送る！
応援の形は変わっても、
くびき野の温もりは変わらない。

募

集

◉開催日

●2022年3月20日（日）〜2022年6月30日（木）
※定員になり次第締め切らせていただきます。

目

◉参加費

●100kmの部（男性・女性） ●60kmの部（男性・女性）

◉会

●100kmの部 22,000円

場
100㎞の部

スタート
60㎞の部
100㎞の部
60㎞の部

●大会の詳細は、9月中旬に発送します。

リージョンプラザ上越
新潟県上越市下門前446-2
☎025-544-2122

◉参加賞

うみてらす名立

新潟県上越市名立区名立大町4280-1
☎025-531-6300

ユートピアくびき希望館

新潟県上越市頸城区百間町716番地
☎025-530-2360

◉コース

4:30

100kmの部（B）

5:00

100kmの部（C）

5:30

100kmの部（D）

6:00

60kmの部

8:00

◉会場受付

◉表

◉レース時間（途中関門あり）
100kmの部（A）

●大会オリジナルＴシャツ
（サイズ変更はできません。詳しいサイズは大会ＨＰをご覧ください。）

●前日、当日の会場受付はありません。ナンバーカードや計測チップ、
参加賞などは大会プログラムと一緒に9月中旬に発送します。

●コース図のとおり
（裏面）

スタート時間

●60kmの部 16,000円

◉参加案内

場 所

フィニッシュ

項

◉募集期間

2022年10月9日
◉種

要

フィニッシュ時間

制限時間
14時間

18:30

13時間30分
13時間
12時間30分

17:00

9時間

※100kmの部は4ブロックのウェーブスタートです。
エントリー時に申告するタイムでブロック分けを行います。
※必ずご自身の実力に応じたタイムを申告してください。
不適当な申告は大会運営上、危険や支障をきたします。

◉記録・計測
①着順判定及び記録計測は計測チップで行います。
②順位、タイムはネットタイム（スタートを越えてからのタイム）で判定します。
③完走証の配布はありません。WEBからダウンロードしてください（WEB完走証）。

◉参加資格
①当日満18歳以上の方（高校生は除く）
②車いす使用者は参加できません（急坂走路を含んでいるため）
③参加者は、事前に医師による健康診断を受け、自己責任において
健康状態を確認の上、参加してください。
（保険証を持参してください）
④大会規則、新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン及び中止
規程に従う方

◉募集人員
●2,600人（100kmの部2,000人・60kmの部600人）

彰

●表彰式はありません。賞状・賞品は後日発送します。

完

走

賞

完走メダルを当日授与します。
完走証はＷＥＢ完走証です。

100km の部

男女別10位まで表彰します。
年代別男女別3位まで表彰します。

60km の部

男女別8位まで表彰します。
年代別男女別3位まで表彰します。

100㎞/60㎞の部

飛び賞として地元特産品を贈呈します。

特

各種特別賞を贈呈します。

別

◉給

賞

水

●おおむね5ｋｍごとにエイドステーション、3kmごとに給水所を設置します。

◉注意事項
①原則、入金後の取り消し、不参加及び地震や台風等の自然災害による
大会中止の場合、参加費の返金はいたしません。
②主催者が取得した大会出場選手の映像・写真・記事・記録等の肖像権・
著作権は、主催者に帰属します。
③主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報に関する法律及び
関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報
を取扱います。参加者の個人情報は、当大会のみで利用（大会プログ
ラム、ホームページ、氏名、市町村名、タイム等の記録）するとともに、
次回大会案内のDM発送に利用します。
また、主催者もしくは委託先
から申込内容に関する確認の連絡をさせていただくことがあります。
④エントリーが完了した時点で、大会規則、新型コロナウイルス感染症
対策ガイドライン及び中止規程に同意、誓約いただいたものとします。

お 問 い えちご・くびき野100kmマラソン実行委員会事務局
合わせ先 〒942-8563 新潟県上越市下門前1770 上越市教育プラザ内

お問い合わせ時間
平日／9:00〜17:00

T E L 025-520-9127 F A X 025-545-9273
U R L http://echigo-joetsu.com/100km
E-mail kubikino@beach.ocn.ne.jp

第14回「えちご・くびき野100kmマラソン」にお申込みをされる方は、必ず以下の「大会規則」
「 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン及び中止
規程」をお読みいただき、必ず同意の上、お申込みください。

大

会

規

則

①大会の中止は、実行委員長が決定する。
②実行委員長及び審判長は、大会規則に照らしてランナーを退場失格させる権限を有する。
③ランナーは、自力走行できる方とする。伴走者を必要とするランナーは、申し込みの際、伴走者の氏名を申告する。伴走者のエントリーは不要。
選手・伴走者、
どちらかがリタイアする際は、その時点で両者ともリタイアとする。
④関門閉鎖時刻内に通過できなかったランナー及び関門通過後、次関門閉鎖時刻内に通過できないと思われるランナーに対し、審判長は、途中
でも競技中止を命ずることができる。
⑤車、バイク、自転車、
または申告者以外の走行による伴走は禁止する。伴走行為と認められた場合、失格とする。
⑥けが、疲労、疾病等の理由により、競技の継続が困難、
または安全が確保できないと判断されたランナーに対し、審判長は中断・待機させること
ができる。
また、医療救護員の判断に基づき、審判長は、競技を中止させることができる。
⑦ランナーは、常にナンバーカードを身につける。棄権・失格・退場（競技中止等）の場合は、競技役員に連絡し、直ちにナンバーカードを外さなければならない。
⑧ランナーは、交通信号に従うなど、道路交通法を遵守し、道路走行は、一部右側走行指定区間を除き、左側走行とし、歩道がある場合は、歩道を走行する。
⑨大会開催中の疾病・事故（けが等）については、原則応急処置のみ主催者で行う。その後の処置については、参加者の責任とする。
⑩ランナーズチップによる計測を行う。ランナーズチップは主催者で用意する。

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン及び大会中止規程（概要）
（2022年3月現在）
●お申込みされた場合には、以下の事項を了承し、遵守することを誓約いただいたものとします。
●本大会の感染症対策や中止規程並びに個人情報の取得、目的、提供の内容について了承します。
●以下の場合は、参加を辞退します。なお、
この場合の参加料の返金は行いません。
①大会当日に発熱（37.5℃以上）
した場合や、大会前1週間以内に健康チェック
（アプリ）の項目に当てはまる場合。
②大会前3週間以内にPCR検査もしくは抗原検査で陽性反応がある場合。
③大会前2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方との濃厚接触がある場合。
④大会前2週間以内に同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
⑤大会前2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚
接触がある場合。
●ワクチンの接種は新型コロナウイルス感染症の感染予防効果や重症化予防効果が確認されていることから、
アレルギー疾患等の身体的理
由により接種できない場合を除き、ワクチンを3回接種することを推奨します。また、ワクチン接種の有無にかかわらず、参加者全員に新型コ
ロナウイルスの検査を実施していただき、陰性を確認したうえでご参加いただきます。検査の種類・方法については後日お知らせいたします。
●大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症への感染が発覚した場合、主催者に報告し、自治体や保健所等の調査にご協力ください。
●大会後に感染症を発症した参加者が発見された場合には、その感染経路の特定にご協力ください。
●会場内（競技中を除く）では、マスク等の着用等、感染防止対策にご協力ください。
●ゴミやマスク、飲み残したドリンク等は各自で持ち帰り、処分してください。
●アルコール消毒液を設置するので、
こまめに利用し感染予防に努めるよう、
ご協力ください。
●可能な限り他の参加者と最低1mの間隔を取ってください。
●唾や痰を吐く行為はおやめください。
●本大会で加入している保険は、感染症は対象外となります。
●本規程に記載された事項は、今後の新型コロナウイルス感染状況および政府・自治体からの要請等により、変更が生じる可能
性があります。その場合、参加者にも追加の対応やご負担をお願いすることがあります。変更が生じた場合は、大会ＷＥＢサイト
で速やかにご連絡いたします。
●新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの全文は大会ＷＥＢサイトをご確認ください。

※以下の場合には大会を中止いたします※
参加料については、中止を決定した時点までに生じた費用等を勘案し、返金の有無、金額、返金方法（現金、プリペイドカード、
RUNNETポイント等）等を検討いたします。
①大会当日、新潟県内で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令され、当市に移動制限や外出自粛、
イベント中止が要請されている場合。
②大会当日、開催地の自治体（新潟県・上越市）からイベント中止が要請されている場合。
③国内感染状況や感染拡大リスク等を踏まえ、安全な開催が困難であると実行委員会が判断した場合。
※県外参加者については、居住地域の感染状況によって参加をお断りする場合があります。その際の参加料の取り扱いについては、上記と同様とします。

申込方法

申込
期間

2022年3月20日（日）正午〜2022年6月30日（木）

QRコード対応のスマートフォンを使うと
申込サイトに簡単にアクセスできます➡

ふるさと納税でのエントリーについて

ゴールドゼッケンについて
出場権譲渡出場権譲渡

支払総額
4,001円
以上
5.5%
（税込）

支払方法

申込方法

QRコード

http://runnet.jp/
事前の会員登録（無料）が必要です。

エントリー手数料

インターネット申込のみとなります。 ※申込は定員になり次第、
期限前でも締め切ります。 ※自己都合による申し込み後のキャンセルは出来ません。

A

コンビニ

B

クレジット
カード支払い

C

PayPal

D Amazon Pay

各コンビニ指定の支払方法をご案内します。
お申し込みから一週間
以内にご入金いただけない場合はエントリーは無効になります。

ご指定のクレジット会社から、
所定の期日に合計金額が引き落としとなります。
※PayPalは銀行口座の引き落としの利用も可能です。

ふるさと上越応援寄付金（ふるさと納税）の返礼品として、お好きな種目の出走権をお贈りします。
詳しくは大会ＷＥＢサイトをご確認ください。
種目を問わず今回で10回以上の出場者は、エントリー時に申告してください。
事務局で確認の上、
ゴールドゼッケンで出走いただきます。中止となった第12回大会、第13回大会は除きます。

大会エントリー後に、
大会エントリー後に、
仕事やケガ等で参加できなくなったこと
仕事やケガ等で参加できなくなったこと
申請期間：2022年3月22日
申請期間：2022年3月22日
（火）〜7月2日
（火）
（土）
〜7月2日（土）
はありませんか？そんなときRUNNET上で代わりに走りたい
はありませんか？そんなときRUNNET上で代わりに走りたい
詳しくはＲＵ
詳しくはＲ
ＮＮＥＴにてご確認ください
ＵＮＮＥＴにてご確認ください
！
！
方を見つけ、
方を見つけ、
出場権を譲渡できるサービスが
出場権を譲渡できるサービスが
「ゆずれ〜る」
「ゆずれ〜る」
です！ http://runnet.jp/runtes/guide/yuzureru/
です！ http://runnet.jp/runtes/guide/yuzureru/

いつもの「えちご・くびき野100kmマラソン」
と違うところ
大会成功のため、ランナーの皆様のご理解・ご協力をお願いします。
新型コロナウイルスの感染状況等により変更が生じる可能性があります。

第14回大会

今までの大会
大会前後の
健康管理

●体温記録活用アプリ
「テレサ」を使用して、大会前1週間
及び大会後2週間の健康チェック。
●大会指定の検査方法により、参加者全員に検査実施。

大会当日の
健康チェック

●検温で37.5℃以上の場合は入場禁止。
●「テレサ」画面の提示。
●入場リストバンド装着。着用の無い方はランナーエリア
に入場不可。大会終了まで着用。

マスク

●競技中以外はマスクを着用。
競技中もマスクを携行。

ランナー受付

●前日会場受付時、ナンバーカード、
計測チップ、参加賞等を配布。

●前日会場受付はありません。ナンバーカード、計測チップ、
参加賞等は9月に事前送付。

スタート方法
100kmの部のみ

●一斉スタート

●4ブロック 〜 に分け30分毎のウェーブスタート。
申告タイムの遅い順からスタート → 。

スタート時間
100kmの部のみ

●5時30分

フィニッシュ時間
100kmの部のみ

●19時00分

フィニッシュ制限時間
100kmの部のみ

●13時間30分

荷物預かり
60kmの部

5時00分

5時30分

13時間30分

13時間

6時00分

●18時30分
14時間

12時間30分

●フィニッシュ後、会場での滞在可能時間（1時間）を記載
したカードを配布。
●これまで同様、
フィニッシュ会場からリージョンプラザ上越
へのシャトルバスを運行。

フィニッシュ会場
滞在時間

荷物預かり
100kmの部

4時30分

●専用袋で預かり。行先はコース上3か
所。
（ 安塚B&G海洋センター、吉川区
総合事務所、ユートピアくびき希望館）
●大きな荷物（キャリーケースなど）も
専用袋を縛り付けて預かり可。

●専用袋に入るもののみ、預かり。行先はコース上3か所。
（安塚B&G海洋センター、吉川区総合事務所、ユートピア
くびき希望館）
●大きな荷物（キャリーケースなど）はスタート会場のリー
ジョンプラザ上越で預かりと引き渡し。
●これまで同様、
フィニッシュ会場からリージョンプラザ上越
へのシャトルバスを運行。

●スタート会場で預かりフィニッシュ
会場で引き渡し。

●リージョンプラザ上越またはスタート会場で預かり、専用袋
に入るものはユートピアくびき希望館、大きな荷物はリー
ジョンプラザ上越で引き渡し。
（詳細は後日お知らせします）
●これまで同様、
フィニッシュ会場からリージョンプラザ上
越へのシャトルバスを運行。

観戦・応援

●大会会場（スタート会場、
フィニッシュ会場、各エイド給
水所）には、参加者以外のご家族ご友人は立入禁止。
沿道での応援も控えてください。

給水・給食

●食品は全て個包装または紙コップ（皿）
での提供。
●ボランティアからの手渡しは行いません。

マッサージ

●前日会場、当日コース上（100km8
か所60km3か所）、フィニッシュ会
場でコンディショニング実施。

●当日のみ実施。
●応急処置対応が必要な方に対してのみ実施。
●実施場所は改めてお知らせします。

完走証

●当日、会場でプリントアウトしたもの
を配布。

●WEBにアップするので参加者各自でダウンロード。
（WEB完走証）

表彰式

●当日、会場で実施。

●表彰式は行いません。受賞者へは後日、賞状等を発送。

前夜祭

●エントリー時、希望者を募り実施。

●行いません。

メディカルランナーを
募集します

大会開催中の救護体制をより充実させるため、参加者から、医師・看護師・救急救命士の有資格者を対象に、競技中
に救急対応補助を行っていただく
「メディカルランナー（無料）」を募集します。募集要項は大会ＨＰをご確認ください。

