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参加のご案内

Welcome to RUNNET EKIDEN!
みんなでつなぐ、世界最大規模のたすきリレー
－1－

今年も走り納めは、
RUNNET EKIDEN 大阪で!!
大会会場までのアクセス《会場へは公共交通機関をご利用ください!!》
◆会場のご案内◆
■電車
大阪モノレール「万博記念公園駅」ま

タイムスケジュール
時  刻

  ロングの部

８:30

会場オープン、
受付開始

9:30

受付終了

９:45

1区選手、スタ
ート地点集合

たは「公園東口駅」をご利用ください。
（駅から会場まで徒歩約10分）
■駐車場
東 駐 車 場、中央 駐 車 場が便 利です

１２:30

1区選手、スタ
ート地点集合

動二輪車200円

12:45

スタート

■公園開門

13:30

駐車料金：1日

乗用車1,200円、自

8:30に「中央口」
、
「東口」がオープン。
他の入場口は9:30オープンですのでご
注意ください。
※自転車の園内への持ち込みはできま
せん。

RUNNET EKIDEN 大阪大会事務局
〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-15 アセンズ新大阪ビル1F アールビーズ内

12月14日(金)17:00まで   TEL：06-6305-6302（大会事務局）
12月15日(土）～16日（日）TEL：080-5761-7779（大会本部）
※緊急時以外はご遠慮ください。

受付開始
受付終了

※その他の駐車場の利用可能時間は
9:00 ～ 17:30です。

▼大会に関するお問い合わせ

スタート

１2:00

（8:30 ～ 17:30まで）
。

会場

１０:00

  ショートの部

表彰式

14:00
14:30

表彰式
大会終了

▼開催中止の場合についてのお知らせ
悪天候や災害などで大会を中止する場合は、
大会当日朝６
：
００から
大会ホームページでお知らせします。
携帯サイトからは右のQRコードをご利用ください。
※電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

大会ホームページアドレス  http://runnet-ekiden.jp/osaka/index.shtml

－2－

携帯サイトQRコード

大会参加のご案内
●入園時のご注意
・公園入口にて「参加通知ハガキ」を提示して、チームメンバー4名揃って
入園してください。メンバー別々に入園する場合は、各メンバーにハガキ
下部の選手用入園券を事前に配布しておいてください。
・入園券をお持ちでない場合は、入園料をお支払いの上、入園していただ
くことになります。

●更衣室と荷物預かり
・会場内には、更衣テントと荷物預かり専用テントを設けています。荷物
預かりは、窓口でお渡しする荷札にご自分のナンバーカード番号を記入
の上、
外れないよう、
荷物にしっかりと付けてから預けてください。
・荷物を引き取る際は、ナンバーカードを必ずお見せください。
・貴重品はお預かりできませんので、
ご注意ください。
・会場内に放置された荷物につきましては責任を負いかねますので、置
き引きや荷物間違いを防ぐためにも、
必ず荷物預かりをご利用ください。

●選手受付
・選手受付は、時間に余裕をもって済ませてください。チーム代表者宛に届
いた「参加通知ハガキ」を忘れずにお持ちください。忘れた方は、再発行
料として200円かかりますので、
ご注意ください。
・メンバー変更のないチームは、受付窓口にて参加通知ハガキと交換で、
タスキ1本、メンバー4人分のナンバーカード、参加賞のスマートフォン
対応手袋等をお渡しします。

●給水所
水分はしっかりとりましょう！
メイン会場とコース上のそれぞれに、給水所を設けています。スタート前、
レース中、レース後にしっかりと水分をとり、脱水症にならないように気を
つけましょう！
※コース給水は、往路復路ともに千里橋（5kmコース1km地点・4km地点）となります。

受付場所

万博記念公園自然文化園内

●記録速報
大会当日は、
「ランナーズアップデート」で、
パソコン・携帯
サイトからフィニッシュタイムを確認できます！
携帯サイト http:/update.runnet.jp/m_2012runnetoosaka/
パソコン
http:/update.runnet.jp/2012runnetoosaka/
※記録は速報のため、
参考タイムです。
※12/15（土）
以降にアクセスしてお試しください。 →→

選手受付テント

※窓口はナンバーカード順に分かれています。

受付時間

ロングの部
ショートの部

8：30 ～ 9:30
10:00 ～12:00

●メンバー登録・変更について
・メンバー登録、
メンバー変更は、
メンバー登録ページより行ってください。
メンバー変更する場合、種目の変更は認められません。
（×混成の部→男
子の部）登録・変更手続きは、12月9日（日）
２3：59で締め切ります。
こ
れ以降、補欠登録していない選手によるメンバー変更、代理出走は認め
られません。
これらに該当する場合、失格の対象となります。
・大会当日に補欠選手への入れ替えをする場合は、選手受付ヘルプデスク
で手続きを行ってください。またメンバー変更、補欠選手の登録により、
種目が変更になる場合は、オープン部門での順位付けは行いますが、表
彰対象にはなりません。

携帯サイト
QRコード

●表彰式
【開始時刻予定】
ロングの部 13:30 ／ ショートの部 14:00
【表彰対象】
(１) ロングの部
〔男子１～３位／女子１～３位／混成１～３位〕
(２) ショートの部
〔男子１～３位／女子１～３位／混成１～３位〕
※表彰対象チームは掲示板にて発表します。
※表彰対象チームは、表彰式の10分前には本部前に集合してください。
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レースについて

●中継所
★ロングの部・ショートの部の全区間とも、
中継所は同一の場所です。中継
所では、スタッフが中継所の約100m手前でナンバーカードの数字を
読み上げます。呼ばれたチームの次走者は中継ラインまで進み、速やか
に中継を行ってください。

メンバー全員が、区間距離やタスキの色、中継所などを間違えることなく、
楽しく無事完走できるよう、以下のことをチーム内で再確認しましょう。
●スタート時間
ロングの部 …… 10:00
ショートの部 …… 12:45

★次走者は、到着予想時間の5分前には、中継所付近に集合しておいてく
ださい。

※上記いずれの部も、
スタート15分前には、
スタート地点に集合してください。

●折り返し地点
★ロングの部・ショートの部の全区間とも、折り返しコースの設定です。左
側走行し、折り返し地点では時計回りで180度回り、また左側走行で中
継所を目指して走行してください。

●区間距離
ロングの部 …
１区＝１０km ２区＝５km ３区＝３km ４区＝５km

●伴走について
★5歳以下のお子様には、原則として伴走を付けてください。伴走者は、
必ず「伴走」ナンバーカードを胸と背中の両方に付けてください。
★「伴走」ナンバーカードは、受付ヘルプデスクで配布していますので、必
要な方は受付時間内にお申し出ください。
※他の区間のナンバーカードを付けたままで伴走することは禁止します。
必ず「伴走」ナンバーカードに付け替えてください。

ショートの部…
１区＝ ５km ２区＝３km ３区＝１km ４区＝３km
●ナンバーカードとタスキ
★ナンバーカードは１人１枚、
タスキは１チーム１本です。
★ナンバーカードは区間により色分けされ、
（ロング・ショートともに共通）
さらに区間が印字されています。
１区＝オレンジ ２区＝グリーン ３区＝ピンク ４区＝ブルー
★タスキの色は、
ロングの部が赤、
ショートの部が青です。タスキに記され
ているチームナンバーが正しいか、必ず確認してください。
★タスキの小ポケットには２個の記録計測タグが装着されています。
絶対に取り出さないでください。
★タスキは最終走者(４区)のフィニッシュ後、
回収箱にご返却ください。
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今回の大阪大会も、
こんなお楽しみが！
大阪
大会

.12.16(SUN)

2012

●記録証
写真付！ネットでダウンロードできます！

●参加賞
スマートフォン対応手袋。チーム内で仲良く選んでください！

記録証

参加賞は、
スマートフォン用タッチパネル対応手袋。

バルが
Nカーニ N に
EKIDE
DE
ET EKI
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した!!
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色も4色用意しますので、4人で仲良くお好きな色をお選びください！

Congratulatio

n

大会後、チームの写真付き記録証がインターネ
ットから入手できます。Web上でダウンロードし、
チーム人数分プリントアウトして配ったり、ブロ
グなどに貼り付けて思い出の記録をそれぞれに
お楽しみください。ダウンロード方法の詳細は、
RUNNETにてご確認ください。

※ランネット会員（無料）の
登録が必要です。

公開開始は
大会HPでお知らせします。

※左の写真は、イメージ
サンプルですので、実際
の色・デザインとは若干異
なります。

※イメージサンプルですので、実際の
デザインとは若干異なります。

●「当日エントリー」あり！
！
仲間を誘って今年の走り納めをしよう！

●仮装ランナー必見！
大会公式ホームページで紹介します！  最優秀仮装チームには賞品あり！

大会当日
（12/16 ㈰）
、会場の万博記念公園自然文化園内、受付テントにて、当日エントリ

仮装ランナーのチームは、大

ーを受付します。職場や学校の友人をお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

会終了後にランネットで紹介し
ます。大会当日、会場の大会本

◆当日エントリー受付時間・料金

部にて仮装ランナーの受付を

ロングの部／ 8:30～ 9:15まで受付、

●

しますので、
「 ぜひこの姿を見

1チーム14,000円

てほしい！」
「 紹介してほしい！」

ショートの部／10:00～12:00まで受付、

●

というチームは、会場内大会本

1チーム 12,000円

部へお越しください。

※当日エントリー料金には、万博記念公園の入園料は含まれて
おりません。各自でお支払いの上、
ご入園ください。
（入園料／大人250円、小中学生70円）
※当日エントリーでの参加チームは、表彰対象とはなりません。
チーム順位は、当日エントリー部門（ロング・ショート）
でのみ、
順位付けを行います。

大会本部の独断で最優秀チー
ムを表彰します！
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大会会場から、耳寄りなお知らせ！

その他注意事項 必ずお読みください！
1. 自己都合による申込後の種目変更、
キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金は
いたしません。

●スポーツオーソリティが会場で
販売ブースをオープン！

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・額等についてはそ
の都度主催者が判断し、決定します。
3. 参加者は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨むこと。傷病、
事故、
紛失等に対し、
自己の責任において大会に参加すること。

EKIDENカーニバルの準備は、ランニング
アイテムが豊富なスポーツオーソリティで！
スポーツオーソリティデュー阪急山田店は、
万博記念公園駅の隣、山田駅直結！
大会初出場の方にも、スタッフがお客様に
合った商品をアドバイスいたします。また、
当日は会場内に販売ブースをオープン。皆
さまのご来店をお待ちしております！

4. 大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、参加者は主催者の競技中止
の指示に直ちに従うこと。その他、
主催者の安全管理・大会運営上の指示に従って参加すること。
5. 参加者は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることを了承し、その方法、経過
等について、
主催者の責任を問わないものとします。
6. 参加者は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を
行わないものとします。
7. 大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した下記保険の範囲内とします。
《マラソン保険》死亡、後遺障害：200万円 ／入院（日額）
：3,000円 ／通院（日額）
：2,000円
8. 参加者の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、及びチームメンバーが、本大会への参加
と本規約について承諾していること。
9. 年齢・性別等の虚偽申告、登録者以外の出場(代理出走)は認めません。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奪等を行う場合があります。また、主催者は、虚偽申
告・代理出走者に対して救護・返金等一切の責任を負いかねます。
10. 大会参加にあたっては十分なトレーニングを積み、健康状態に留意して参加してください。また、
体調不良の際は無理せず、勇気を持って棄権するように心掛けてください。
11. 天候が急変することも予想されます。雨具の用意は忘れないようにしてください。
12. 大会は万博記念公園内で実施されます。コースを独占使用しているわけではないため、くれぐれ
も譲り合いの気持ちを忘れずに参加してください。
13. ゴミは各自でお持ち帰りください。止むを得ず、ゴミを捨てる場合は、必ず会場内のゴミ箱にお
願いします。
14. 会場内のゴミ箱は、燃えるゴミ用／燃えないゴミ用／ビン・カン用／ペットボトル用、と４種類を
用意しています。それぞれきちんと分別して捨てるようにしてください。
15. 大会の映像・写真・記事・記録等において、氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報が新聞・テレビ・
雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることがあります。また、その掲載権・使
用権は主催者に属します。
16. 大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。
17. 上記申込規約の他、主催者が別途定める注意事項に則ります。
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大阪大会 コース図

EXPOʼ70
パビリオン
夏の花八景
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女子更衣室

荷物預かり

男子更衣室

大阪大会 会場図

EXPOʼ70
パビリオン

夏の花八景
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