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第25回記念大会

いきいきスポーツ都市

25th YONEYAMA−SANROKU ROADRACE

2017年4月l 日（日）雨天決行
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時々現れる上り坂、認んぼ、杉並木、山桜な
ど変化のあり、キツイのにあっという間の
コースでした。太鼓や応援の地元の方も温
かく、ランナー同士も婚黙の励ましあいの
ようなものがあり、最後まで頑張れました。
脚を鍛えて、また参加したいです。
＝ト スは南しノか1才こ・けれ∴

沿道の声援やランチ肌同
士のよい雰風気も凝り無事
完走〈罠く厳hゾ原敬蔓小鼻

霧排馳∬蘭感は澤湖だ惇なので、それまでは荒
を抜かない心病魚が必要です。少し曇り空でし
たが済上ぬ喝覆山並みと軍機平野を楽〟㌔鮎に
は上帝肇涙荒で、途率の林を抜ける〇m議では
清々しいそよ風が気持ち段かったです。お手攣室
に香管楽♭めるいも′篭流会だと思います。

この時期、米山近辺は桜が本当に綺麗です。坂を
登りきったところの絶景が売りですが、桜もこの
大会のポイントです。坂は厳しい。特に9kmから
16km。でも応援が励みになって頑張れます。昨
年、今年と出場しました。来年も出場します。
モよぐ吉事十王け■∴ニーして、＿7二丁イ二諾．仁こ■えサリl

急坂を登った陰に霊峰米山から臨む日本海は昏
霞 これが新潟越後の奉なんです星名物は前半
の登り坂だけではありません。後半に現れる里利
家ではこれでもかと言わんばかりの下り坂の疾
走！これが米山山荘コ・・叩完の醍醐味ですね。地
方大会の率で愚衆切にしたいマラソン大会です。

きった時の達成感た臣春海
の景色（′

温か靂声援ガこみなにすぼ
らJビものだと知りました。
し】i．■芸七・、￣デーン二ン仁、帯−■∴バ√．

られそうに姦し憶せん。
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l種目／部門／スタート時間
詩予済鷲宮真淵

皿童童塔毒蛾野野親実 測溺眺撞駐溺

l実施日時
済蕪う、′′

ハーフの部 一般男子の部（44歳以下） 一般男子の部（45歳〜59歳） 一般男子の部（60歳以上） 450名
※高校生以上 一般女子の部（39歳以下） 一般女子の部（40歳〜54歳） 一般女子の部（55歳以上）

2017年4月16日（日）雨天決行

凛断済済鵜＝ここ

l会

場

上越市柿崎総合体育館（かきざきドーム）
（北陸自動車道柿崎インターより3分、JR柿崎駅下車徒歩20分）
】受
付

9：00 （制限時間3時間）

午前7時30分〜8時30分

※時間厳守

l開会式
午前8時10分 かきざきドーム前広場

l参加資格

健康な方ならどなたでも参加できます。
（なお、コースの性質上、車いすでの参カロはできません。）
l定
員

11kmの部 一般男子の部（44歳以下） 一般男子の部（45歳〜59歳） 一般男子の部（60歳以上） 300名 9：05
※高校生以上 一般女子の部（39歳以下） 一般女子の部（40歳〜54歳） 一般女子の部（55歳以上） （制限時間2時間）

1，100名

l表彰等
・各種目別、1位〜6位までに賞状・副賞を授与します。ただし、申込人
数が10人以下の種目については、1位〜3位までに賞状・副賞を授
与することにします。（3kmファミリーの部は1位〜3位まで）
・各種目別、1位〜3位までにメダルを授与します。
・参カロ者全員に参カロ賞、完走者に完走証を交付します。
・ファミリーの部の参加賞は、1組につき1つになります。

5kmの部 一般男子の部（44歳以下） 一般男子の部（45歳以上） 350名 【 9：27
※中学生以上 一般女子の部（39歳以下） 一般女子の部（40歳以上）
（制限時間1時間30分）

3kmの部

一般男子の部 一般女子の部

中学生男子の部 中学生女子の部

l参加料

9：30

（制限時間1時間）

①小・中学生1，500円 ②一般3，500円
①3kmファミリーの部（1組）4，000円

l競技規定
3km小学生の部

小学生男子の部（5・6年生） 小学生女子の部（5・6年生）
9：33
小学生男子の部（4年生以下） 小学生女子の部（4年生以下）
（制限時間1時間）

1．5kmの部

小学生男子の部（3・4年生） 小学生女子の部（3・4年生）
9：10
小学生男子の部（1・2年生） 小学生女子の部（1・2年生）
（制限時間15分）

・走者は必ず道路の左端を走行してください。
・制限時間（午前9時〜12時まで）以後は競技を打ち切りますので、
走者は係員の指示に従い道路をあけてください。
・審判長が競技続行不能と判断した場合、その競技者に競技を中止
させることがあります。

lその他

・完走証は、競技終了後発行します。
・大会当日豚汁、紅茶の無料サービスを行います。
￣・宿泊斡旋希望者は柿崎商工会（TELO25−536」2531）へお申込

3kmファミリーの部一一
2人1組（18歳以上1名と小学生
9：33
1名で男安の組み合わせ自由）￣
￣（制限暗面1席商う￣￣

みください。
・主催者側で大会当日1日保険（スポーツ傷害保険）に加入します。

※15km・3km・5km・11km・ハーフのスタートフィニッシュ地点（かきさきドーム）は同一です。

※3kmファミリーの部は2人で同時にフィニッシュしてください。※コース内に距離表示があります。

※2種目以上の重複登録はできません。

1自己那合による申込後の種目変更
キャンセル権利譲渡名義変更はで
きません。ただし、権利譲渡（ゆすれ〜
る）対象大会の場合に限り、申込後の
出走権譲渡ができるものとします。ま
た、過剰入金重複入金の返金はいた
しません。定員を超える申し込みが
あった場合、入金期限内に参加料の
支払いが完了していても入金日に
よっては申し込みが無効となる場合が
こさいます。その場合、主催者が定め
る方法により返金されます。

申込締切2017年3月13日（月）
パソコンまたはスマートフォンから下記のURLにアクセスし、大会エントリーページの

指示に従ってお申し込みください。支払方法は、お申し込みの際にお選びいただけま
す（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。※エントリー手数料一支払総客員4，000円
まで205円、4，001円以上515％（税込）

QRコ】卜を使うと、申込サイトに

簡単にアクセスできます。

大会ホームページhttp：／／yoneyama・SanrOku．jp／
fm http：／／runnet．jp／那UNNETへの会員登録（無料）が必要です〉
非違指■れ〜るの対象大会です。出走権を譲りたい方、締め切り後の大会にエントリーしたい方は下記期間に手続きを

2 地震風水害・降雪・事件事故疫病
等による開催縮小中止、参加料返金
の有無飯、通知方法等についてはそ

行ってください。先行エントリーの方もご利用いただけます。サービスの詳細は左記のページをご覧ください。

くゆすれ〜るエントリー期間〉2017年1月6日（金）〜2017年3月15日（水）

の都度主催者が判断し、決定します。
3私は、心疾患疾病等なく、健康に留

6私は、大会開催中の事故、紛失、傷病
等に閑し、主催者の責任を免除し、損
害賠償等の請求を行いません。
7大会開催中の事故傷病への補伯は
大会側が加入した保険の範囲内であ
ることを了承します。

8私の家族親族、保護者（参カロ者が未
成年の場合）、またはチームメンハー
（代表者エントリーの場合）は、本大会
への参加を承諾しています。

9年齢・性別等の虚偽申告、申込者本
人以外の出場（代理出走）はいたしま
せん。それらが発覚した場合、出場
表彰の取り消し、次回以降の資格はく
毎等、主催者の決定に従います。ま
た、主催者は、虚偽申告・代理出走者
に対して放言牽返金等一切の責任を

負いかねます。
に臨みます。傷病、事故、紛失等に対 10大会の映像写真記事記録等にお
し、自己の責任において大会に参加し
いて氏名年齢性別記鐸肖像等の
ます。
個人惜郡が新聞 テレビ稚誌 イン
4私は、大会開催中に主催者より競技
ターネットパンフレット等に報道・掲
続行に支障があると判断された場
載利用されることを承諾します。ま
合、主催者の競技中止の指示に直ち
た、その掲載権使用権は主催者に属
に従います。また、その他、主催者の
します。
安全管理大会運営上の指示に従い 11大会申込者の個人情報の取扱いは、
ます。
別途記載する主催者の規約に則りま
5 私は、大会開催中に傷病が発生した
すけ
場合、応急手当を受けることに異議あ 12上記の申込規約の他、主催者が別途
りません。その方法、経過等につい
定める大会規約に則ります（組飴があ
て、主催者の責任を問いません。
る場合は大会規約が優先します）。
意し、十分なトレーニンクをして大会

申込締切2017年3月3日（金）消印有効
専用振替用紙（コピー不可）に必要事項をご記入の上、参加料を蒸えて、ゆうちょ銀行または郵便局窓口で
お申し込みください。確認用にコピーを大会まで保存されることをおすすめします。※払込手数料130円
パンフレットが必要な方は、氏名・住所・希望部数を明記した返信用封筒（切手貼付）を同封のうえ、
パンフレット発送センターまでご請求ください。切手料金は1部82円、2−3部92円、4部以上はお問い合わせください。

主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情朝保護方針に基つき、個人情報を取
り扱います。大会参加者へのサーヒス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協贅・協か関係各団体からのサー
ヒスの提供、記鐸発表（ランキンク等）に利用いたしますまた、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります「

。＿肥篤開・∴‥もーギ′J ふ工くミ了 、

′葦班警駁b『匡』。◎笥口雷管習頑。田習攣霊感

〒949−3216

〒152−8532

新潟県上越市柿崎区柿崎6405番地柿崎区総合事務所内

FAX．025−536−2227

月〜金8．30〜17．15（※12／29〜1／3、および祝日を除く）

月〜金10

東京都目黒区原町1−31−9

00〜17．00（※12／28〜1／4、および祝日を除く）

三・円

抜群の景色がコースの魅力のひとつ
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柿崎区は、上越市の北東部にある自然豊かな地域で、米
山ゐ登山口として、夏には海水浴場として毎年にぎわい
をみせています。また、古くは宿場町として、そして上杉

謙信の重臣である柿
崎崇家（かきざきか
げいえ）の居城があ
った歴史深い地域で
もあります。皆さんも
ぜひ一度、観光にお
越しください。

出走権譲渡

ゆずれ〜る
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はありませんか？
そんなとき、RUNNET上で、

代わりに走りたい方を見つけ、
出走権を譲渡できるサービスが「ゆずれ〜る」です！
⑳通常エントリー締切後から譲渡が開始されます。
⑳出走権を譲りたい方はエントリー完了後、ゆずれ〜る
期間中にRUNNETのMyページよりゆずれ〜る

お讃り申請を行ってください。
⑳譲渡枠にエントリーしたい方は
大会エントリーページにて手続きを行ってください。
⑳譲りたい方、エントリーしたい方、
双方がいらっしゃって初めて言衰渡成立です。
※RUNNETでエントリーされた方のみご利用いただlj．ます。

東京一一一一一長岡一一一一一柿崎（約2時間25分）
（上越新幹線）（信越本線）

長野一一 一直江津一一一一一柿崎（約1時間35分）
（信越本線）

大阪一一 一直江津一一一一一柿崎（約5時間20分）
（北陸本線）（信越本線）

東京一一一一一長野一一一一一上越妙高一一一一一柿崎（約2時間25分）
（北陸新幹線）
（信越本線）

練馬LC 長岡JCTM一一柿崎IC（約3時間25分）
（関越自動車道）（北陸自動車道）

西宮lC一一一一一米原JCT一一M柿崎LC（約5時間40分）
（名神高遼道路）（北陸自動車道）

※サービスの利用には別途手数料がかかります。
※ゆずれ〜るお吉衰り申請をしても、必ず譲渡が成立するとは限り
ません。

