第２回「まちなかトレラン釧路」大会
24 時間・８時間耐久お米でマイルレース
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開 催 日 令和 4 年 6 月 25 日（土）
・26 日（日）
6 月 25 日（土）
競技受付（24 時間耐久）

11 時 30 分（T－SPO 施設内）

開 会 式

13 時 00 分（T－SPO 施設前スタートゴールエリア）

競技説明

13 時 10 分（T－SPO 施設前スタートゴールエリア）

競技開始

15 時 00 分（24 時間耐久リレー・ソロ同時スタート）

6 月 26 日（日）
競技受付（８時間耐久）

4 時 30 分（T－SPO 施設内）

開 会 式

6 時 00 分（T－SPO 駐車場内）

競技説明

6 時 10 分（T－SPO 駐車場内）

競技開始

7 時 00 分（8 時間耐久リレー・ソロ同時スタート）

競技終了（全競技）

15 時 00 分（最後の周回はゴールに制限時間内に戻らなければカ
ウントされません。）

表 彰 式

16 時 00 分（対象は個人の部、チームの部、上位 3 位）

終

16 時 30 分（予定）

了

10 競技種目・定員・参加料
24 時間耐久レース
個人の部

：22,000 円/1 名

100 名

チームの部：2 名チーム

33,000 円

50 チーム

3 名チーム

44,000 円

50 チーム

5 名チーム

55,000 円

50 チーム

8 時間耐久レース
個人の部

：9,000 円/1 名

100 名

チームの部：2 名チーム

13,000 円

50 チーム

3 名チーム

18,000 円

50 チーム

5 名チーム

25,000 円

50 チーム

11 イベント内容
T－SPO を舞台にトレイルランニングのイベントを開催します。
今回は、トレイルランニングの第一人者の井原知一氏を迎えてトレイルランの魅力を伝えても
らうイベントを行います。
街中でもトレランを楽しめる大会を行います。
皆さんもトレイルランを楽しみましょう!!
1. リレーとソロは、T－SPO と日本製紙㈱様のクロカンコースを使用します。
2. リレーは 1 周ごとにチームメンバーを変えられます。交代は１周以上であれば何周ごとで
も構いません。
3. リレーとソロは、制限時間の 24 時間以内もしくは、8 時間以内にどれだけ周回できるかで
順位を決めます。
4. スタート・ゴールエリアにデポジットエリア（待機場所）を設けますので、レース中は休
憩またはトランジションエリア（交代準備場所）としてご利用下さい。
5. デポジットエリア（待機場所）は、共同で使う場となっています。プライベートスペース
を使いたい場合は、別途デポジットエリアの横にテントなど張れるスペースを設けるので
ご利用下さい。（有料）
6. 順位対象は個人の部、チームの部（2 人チーム・3 人チーム・5 人チーム）の個人上位 3 名・
チーム上位 3 チームになります。
7. 周回コースの為、家族、友人などのサポートや応援がしやすくなっております。
8. ラン中やラン後に T－SPO にてお風呂も楽しめます。

12 大会医療体制
会場内大会本部に医師又は看護師・救急救命士が常駐しています。体調不良の場合はすぐに本
部又はコースに常駐する監視スタッフまでお知らせ下さい。

13 コース

14 お申し込み・支払い方法
申込み方法：アクアトピアと検索して頂き、必要書類をダウンロードして、FAX にてお申し込
み下さい。（申込書のみ FAX して下さい。その他書類は、大会当日受付に提出して下さい。）
※記入漏れ、印の押し忘れのない様ご注意下さい。
大会事務局/㈱釧路スイミングクラブ
TEL：0154-41-6665
FAX：0154-41-5176
・支払い方法：申し込み後、1 週間以内に下記指定金融機関に申込金を振込んで下さい。
なお、振込手数料はお客様ご負担となりますので、予めご了承下さい。
記
金融機関名：北海道銀行

支店名：釧路支店

口座番号：（普通）1575557

口座名義：まちなかトレラン釧路大会実行委員会
（マチナカトレランタイカイジッコウイインカイ

実行委員長

ジッコウイインチョウ

14 申し込み締め切り日
2022 年 5 月 31 日（火）※但し、定員になり次第締め切り致します。

古屋英昭
フルヤヒデアキ）

15 参加書類
・必要書類（申込書・誓約書・同意書（未成年の方のみ）・健康チェックシート）は、大会当
日お持ち下さい。
（必ず、原本をご持参下さい。）
・コロナワクチン２回接種証明書・レース３日以内のＰＣＲ検査または抗原検査陰性証明書
16 キャンセル
・申込受付後は、参加費の返還は致しません。
17 変更・中止
・気象状況などにより、コースの変更あるいは大会開催を中止する場合があります。中止の場
合でも、参加費の払い戻しは致しません。予めご了承ください。
18 参加資格
(1) 耐久レースは、過酷なレースであることを事前に了解してエントリーして下さい。
(2) 参加種目の距離を定期的に練習を行っている心身ともに健康でないと出場できません。
(3) 既往症（内臓疾患・心臓疾患・呼吸器疾患等）のある人は出場できません。その他大会実
行委員会が不適当と認める人の出場もできません。
(4) メンバーが全員高校生以下のチーム（個人の部も含む）はご参加いただけません。
(5) 未成年者は、保護者直筆の日付、署名入りの参加同意書を提出しなければなりません。
(6)ワクチン接種について
コロナワクチン 2 回接種証明またはレース 3 日前以内のＰＣＲ検査または抗原検査陰性証
明を提出
19 必携品について（24 時間耐久レース対象者のみ）
(1)ライト（ヘッドライト・ハンドライト）
(ア)夜間走行中は安全のためにもライトをつけて走行して下さい。
(イ)ライトの電池が途中で切れてしまう可能性があるので予備電池も準備して下さい。
20 大会規約・注意事項
(1) 傷病、事故、貴重品紛失等に対し、自己の責任において大会にご参加いただきます。
(2) 体調が悪い場合は、決して無理をせず出走を辞退して下さい。レース中でも体調に異常を
感じたら、無理をせず棄権するよう心掛けて下さい。大会開催中に傷病が発生した場合、
応急手当を施します。その方法、経過等について、主催者は責任を負いません。
(3) 大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任は免除され、損害賠償等の請求を
受けません。
(4) 年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。この場合の
出場は取り消されます。また、次回以降の参加はお断りさせていただきます。

(5) 参加料には、大会規定のスポーツ保険加入費が含まれています。大会参加中の死亡、傷害、
事故について、見舞金が支給される場合があります。お心当たりの方は、大会終了後大会
事務局までご連絡下さい。但し、大会規約を守らない場合や参加方法が不適切と判断され
た場合には保険が適用外となる場合があります。
(6) 申し込み後の種目変更はできません。人数の追加、チーム名の変更については、申込期間
中のみ受け付けます。
(7) 参加料及び参加に際しかかった費用等の返金はできません。
※新型コロナウイルス感染症による大会中止の場合については、別項にて規定します。
・大会に参加しなかった場合。
・申込人数から出走人数が減る場合。
・自己都合によるキャンセルを行った場合。
・地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等・主催者の責によらない事由で、大会が開催
縮小や中止となった場合。
(8) T－SPO の利用規約にしたがって会場を利用して下さい。火気の使用、ほかの来園者の迷
惑になるような行為を行った場合は出場を取り消される場合があります。
(9) コース上の要所はコーン・バー等で区切ってありますが、一般来園者に注意して走行して
下さい。
(10)上記のほか、大会に関する事項については、大会スタッフの指示に従って下さい。大会ス
タッフの指示・誘導に従わなかった場合、当該選手もしくはチームの参加権を剥奪する場
合があります。大会出場中の映像・写真・記事記録等のメディアへの掲載権は主催者に属
します。大会に関する詳しい情報をお伝えする参加のご案内は大会約 3 週間前に代表者へ
送付します。
21 個人情報の取り扱いについて
(1) 主催者及び共催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し個人情報を取
り扱います。なお、取得した個人情報は、プログラン編成及び作成、記録発表、公式ホー
ムページその他大会運営及び必要な連絡に使用します。
(2) 本大会はテレビ放送及びインターネットで動画配信を行うことがあります。
(3) 大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、共催者及び主催者・共催者が承認した
第三者が大会運営及び宣伝等の目的で大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・
ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒体に記載することがあります。
22 感染拡大予防ガイドライン
1. 大会日
(1) 大会当日 2 週間前において、以下の事項に該当する場合は、大会参加を見合わせること。
・平熱を超える発熱
・咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状
・だるさ（倦怠感）息苦しさ（呼吸困難）

・臭覚や味覚の異常
・体が重く感じる、疲れやすい等の症状
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がある場合
・過去 14 日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
への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合
・「密閉空間・密集空間・密接空間」の「三つの密」の場に行ったことがある場合
（2）
「健康チェックシート」は、大会 2 週間前にさかのぼって毎日体温検査と必要事項を記入
し、持参すること。
(3)用具・飲食物・ストレッチマット等は、専用のものを用意し共有しないこと。
(4)会場までの交通機関内で、マスクの着用、人との距離、座席間の距離、車内換気、会話な
どに留意すること。
2. 競技会場
(1) 全ての場所で、人との距離（できるだけ 2ｍ以上）をとって行動すること。
(2) 選手控え場所・観覧席で、人との距離・座席間の距離を保つこと。
(3) チームごとに、選手控え場所・観覧席の人数制限を周知し、徹底すること。
(4) 走るとき以外はマスクを着用すること。（更衣室・選手控え場所・観覧席・トイレなど）
(5) レース前にはずしたマスクは、服のポケットか袋に入れること。（マスクは、選手イス・
シートの上に直接置かないこと。）
(6) マスクは、会場・T－SPO 施設内のごみ箱に捨てず、袋等に入れて持ち帰ること。
(7) こまめに手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。
(8) 選手は、控え場所での選手間の会話、レース後の選手間の会話を控えること。
(9) 大きな声での会話や応援をしないこと。
(10)唾や痰を吐くことは極力行わないこと。
(11)ドリンクの回し飲みはしないこと
(12)飲みきれなかったドリンクを、指定場所以外に捨てないこと。
(13)競技会主催者・施設管理者が決めたその他の措置・指示に従うこと。
3. 行動食ルール
(1)飲食物を受け取る前に、手指消毒を実施して下さい。
(2)飲料はペットボトル・缶で提供します。
(3)食べ物は、使い捨ての皿で提供します。参加者間での使いまわしはしないで下さい。
(4)会話の際にはマスクを着用して下さい。

4. マスク着用ルール
参加者は、競技中、マスクを着用しないことを認める。
参加者のマスク着用基準は次のとおり
行動状況

マスク着用有無

会場到着～手荷物預け～着替えまで
ウォーミングアップ時
ウォーミングアップ終了後からスタート整列
エリアに入るまで
競技中
フィニッシュ後

必ず着用
任意
任意
任意
必ず着用

5. 解散後
解散後 2 週間以内に「新型コロナウイルス感染症を発症した」場合は、競技会担当者に対し
て、濃厚接触者の有無等について報告すること。
23 新型コロナウイルス感染症に関わる大会中止規定
以下の場合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、返金の有無および金額、方法等を決定いたします。
〇大会当日、道内に緊急事態宣言または、まん延防止等重点措置が発令されている場合
〇国または自治体から外出自粛を要請された場合
〇新型コロナウイルス感染症の拡大により、主催者が安全な大会運営を実施することができ
ないと判断した場合
大会当日に緊急事態宣言が発令されている地域からの参加をお断りする場合があります。この場合
の参加料は上記と同様に取り扱います。

