
◆開催日 2011年9月17日（土）
◆会  場 埼玉スタジアム2002
 （埼玉県さいたま市）

◆会場へのアクセス 
・JR京浜東北線・東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道線
　浦和美園駅下車、歩行者専用道路(1.2km)で徒歩約15分 

  ※当大会では、駐車場はご用意しておりません。
　 会場へは、上記の公共交通機関等をご利用の上、
　 お越しください。

◆開催中止の場合について
・悪天候や災害などで大会を中止する場合、
  大会当日朝6:00から下記インターネット・
  携帯サイトでお知らせします。電話での
  お問い合わせはご遠慮ください。
   http://www.runnet.co.jp/kaisai/saista/

本大会にエントリーいただき、ありがとうございます。
この《参加のご案内》をよくお読みいただいたうえでご参加ください。

◆大会に関する事前情報 
・大会公式サイト　http://saista-ekiden.jp/ 
  この「参加のご案内」は、上記からダウンロードできます。
  随時最新情報をお知らせしますので、ご確認ください。

◆大会に関するお問い合わせ
〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9 ラントップ内
埼スタEKIDEN2011大会事務局
◆9月16日（金）17:30まで　　　TEL:03-3714-1733
◆9月17日（土）　 7:30～13:30　TEL:090-3230-6864
※大会当日は、緊急時以外のご連絡はご遠慮ください。

◆タイムスケジュール
 7:30 EKIDENの部 受付開始
 9:00 キッズ種目 受付開始
 9:15 EKIDENの部 1区スタート集合
  オープニングセレモニー／競技説明
 9:30 EKIDENの部 スタート
 12:00 キッズ種目 スタート
 12:30 EKIDENの部 表彰式
 13:30 大会終了
  
◆受付
受付場所： 埼玉スタジアム2002内
受付時間： EKIDENの部 7:30 ～  9:00
 キッズ種目 9:00 ～ 11:30
※代表者宛にお送りした参加通知ハガキを上記時間内に受付
　窓口に提出し、ナンバーカード・参加賞と交換してください。
※事前登録と走順が異なっている場合のみ、参加通知ハガキ
　の最終メンバー走順表に、メンバー名をご記入ください。

◆参加賞
EKIDENの部は色違いで4枚1チームのマフラータオル、キッ
ズ種目はミニタオルです。お楽しみに！

携帯QRコード

◆メンバー変更についてのご注意
登録選手の変更については、下記期日までにインターネット上でメン
バー変更の手続きをしてください。

変更締切：9月13日（火）23:59
URL：https://www.runnet.co.jp/touroku_saista/
※登録選手の変更により種目が変更になる場合は、オープン扱いと
　なり、表彰対象にはなりません。
※出走順に変更のある場合は、参加通知ハガキの最終メンバー表に
　記入し、受付に提出してください。最終メンバー表と異なるメンバー
　が出走した場合は、失格の対象になりますのでご注意ください。

◆スタジアムシートについて
会場では、EKIDENの部とキッズ種目に参加する選手の方々は、メ
インスタンドシートを使用できます。予約等はありませんので、選手
受付を済ませた後、空いている席をご利用ください。

EKIDENの部（5km×4人）参加の方へのご案内
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※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。
※イメージサンプルですので、実際の

EKIDENの部
マフラータオル
（1チーム各色1枚
 計4枚）

キッズ種目
ミニタオル
（1人1枚）（1人1枚）



 ◆中継ゾーン
タスキの受け渡しは、ナンバーカードによって中継ゾーンが異
なるピット方式を採用しています。ピットは8カ所あり、各ピッ
トの前にはアルファベットの表示板が設置されていますので、
スタート前に必ずご自身のナンバーカードでアルファベット記
号（A～H）をご確認のうえ、該当ピットにて中継してください。

◆中継ゾーンへのアクセス
スタンドから中継ゾーンへは、A1ゲートを出て左側にある階
段を降り、お入りください。
※次走者は、前走者の中継ゾーン予想到着時間の10分前ま
　でに、中継ゾーンにお集まりください。

◆距離表示
EKIDENの部は、スタジアムとその周辺を周回します。距離
表示はスタート地点を０kmとし、コースの1kmと2km地点に
距離表示板を設置します。ペースの目安としてください（3km
と4km地点の距離表示は設置しません）。
　
◆区間距離と記録計測について
１）区間距離はそれぞれ以下の通りです。
　1区：５km／2区：５km／3区：５km／4区：５km
２）タスキを受け渡した後、中継ゾーン出口（区間スタート地点）
　～中継ゾーン入口（区間フィニッシュ地点）までを個人の記
　録計測区間とします。中継ゾーンの距離（約150ｍ）は上
　記距離には含まれません。
3）中継ゾーンは、トランジッションタイムとして、個人記録
　とは別に計測し、各個人のタイムとトランジッションタイム
　を合計したものを総合記録とします。

▼記録計測のイメージ（例）
　1区　計測区間5km　  ：個人記録21分00秒
　↓　  中継ゾーン150m：トランジッションタイム1分00秒
　2区　計測区間5km　  ：個人記録19分00秒
　↓　  中継ゾーン150m：トランジッションタイム1分10秒
　3区　計測区間5km　  ：個人記録20分00秒
　↓　  中継ゾーン150m：トランジッションタイム0分50秒
　4区　計測区間5km　  ：個人記録19分30秒
　↓　  
　フィニッシュ（20km・総合記録）：1時間22分30秒

◆給水所
給水所は、コース上とスタジアム前広場と中継所周辺の3カ所
に設置します。（キッズ種目は、キッズ用給水所を設置します。）
※9月中旬とはいえ、大会当日は猛暑日となる場合があります。
　脱水症・熱中症予防のために、スタート前、レース中、フィ
　ニッシュ後にしっかりと水分補給してください。

◆更衣室
A1ゲートを入って右側の回廊に、男女別の更衣テントを用意
します。更衣テント内に荷物を放置しないようにしてください。
各自の荷物は、荷物預かり所をご利用ください。

◆荷物預かり所
A4ゲート、A3ゲートを入った所に、荷物預かり所を設けます。
荷札を用意していますので、ナンバーカード番号をご記入の上、
必ず荷物に付けてお預けください。荷物を引き取る際には、
ナンバーカードと荷札の照合が必要になります。ナンバーカー
ドを必ずお持ちください。
※貴重品のお預かりはできません。各自で保管してください。
※荷物預かり所に預けなかった荷物の盗難・紛失については、
　主催者は責任を負いかねますのでご了承ください。

◆各部のスタート
EKIDENの部のスタートは9:30ですが、第1走者はスタート
時刻の15分前（9:15）までに、スタート地点へ集合してくだ
さい。第２～４走者も事前に中継地点を確認してください。キッ
ズ種目のスタートは12:00から種目ごとに随時行いますが、
11:30までにスタンド入口階段下（案内図参照）に集合してく
ださい。その後、スタート地点へ移動します。
 
◆ナンバーカードとタスキ
1）ナンバーカードとタスキは主催者が用意します。ナンバー  
　カードは1人1枚、タスキは1チーム1本です。
2）ナンバーカードには、チーム番号の他に、出走順を示す
　番号と、中継ピットのアルファベット記号が記載されていま
　す。各自受け取ったナンバーを確認し、胸につけてください。
3）タスキにもナンバーが記されています。ナンバーカードと
　同じであることを必ずご確認ください。
4）タスキの２つのポケットには、記録計測用のランナーズチッ
　プが装着されています。絶対に取り出さないでください。
　また、タスキなしで出走した場合も記録計測ができません。
　ご注意ください。
5）タスキは第4走者のフィニッシュ後に回収します。回収箱
　に必ずご返却ください。
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　ます。その場合の参加料返金の有無、額等についてはその
　都度主催者が判断し、決定します。
2）大会当日は、会場（埼玉スタジアム2002）の駐車場は使
　用できません。会場までは必ず公共交通機関（埼玉高速鉄道
　線・浦和美園駅下車）をご利用ください。
3）ピッチ内では、飲食は一切禁止です。飲食は会場内の定め
　られた場所でお願いします。
4）競技中は競技役員やスタッフの指示に従い、安全に競技に
　参加してください。
5）大会開催中のケガ等に関しては、応急処置のみ行います。
　必要な場合は会場内の救護所にお申し出ください。
6）上記のケガ等に関しては、主催者加入の傷害保険範囲内の
　補償になります。それ以上は各自の責任で行ってください。
7）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
　態に留意してご参加ください。また、体調不良を感じたとき
　には、無理せず、棄権するよう心掛けてください。
8）天候が急変することも予想されます。傘など雨具の用意を
　忘れないようにしてください。
9）大会出場中の映像、写真記事、記録のＴＶ、新聞、雑誌、
　インターネットへの掲載権は主催者に属します。
10）会場の規定により、企業名及びそれに準ずる団体名等の
　旗・のぼり等の持ち込みは禁止となります。主催者の判断に
　より、当日会場でご遠慮いただく場合がありますことをご了
　承ください。
11）大会中は、スタジアム内の選手待機エリアにあるトイレ、
　およびスタジアム前広場にあるトイレを使用してください。　
　シャワー室はありませんので、ご注意ください。

◆アイスキャンディー&おしぼりステーション
会場の総合案内横のテントにて、アイスキャンディーを１人１
本お配りしますので、忘れずに受け取ってください。また、冷
たいおしぼりも配布しますので、タスキ中継後、またはフィニッ
シュ後にお立ち寄りください。

◆記録速報・記録証
１）大会当日は、種目別の記録を記録速報板に掲示します。
２）大会が終了してから約1週間後に、RUNNET上にて区間
　記録と総合記録を掲載します。
３）大会が終了してから約10日後に、RUNNET上にて写真
　入り記録証がダウンロードできます。ダウンロード方法の
　詳細は、RUNNETにてご確認ください。

◆表彰
・EKIDENの部：各クラス1～3位
・キッズ種目：3km・2km・1km／各クラス男女別1～3位
・キッズ種目：500m／表彰なし（完走メダル）

◆B級グルメブース
会場では、人気のB級グルメ「横手やきそば」や「シシケバブ」
など、さまざまな飲食ブースが設置されます。走った後は、皆
で楽しくくつろぎながら、お腹いっぱい食べていってください！

◆注意事項
1）地震・風水害・事件・事故・荒天（降雪、降雨、強風、雷等）・
　疫病その他の理由で、大会開催を中止・中断する場合があり  
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◆スタジアムツアーについて

ワールドカップ予選を戦った日本代表や、AFCチャンピオ
ンズリーグを勝ち抜いた浦和レッズの選手達が使用した
ロッカールーム、ウォーミングアップルームなどをツアー
アテンダントが楽しくご案内します。
さあ、アナタもサッカー選手になった気分で、ピッチの裏
側をのぞいてみませんか？

■参加料金：大人500円　小学生200円
■出発時間：10：30～／12：00～／13：30～／
　　　　　　15：00～（1日４回予定）
■参加受付：出発時刻の15分前まで、レストプラザにて
　　　　　　受付を済ませておいてください。
■参加定員：1回につき各40名程度

埼玉スタジアム2002からのお知らせ

■見学場所：選手ロッカー、VIPルームなど、普段見る
　ことのできないエリアをご覧いただけます。
＊定員を超えた場合、参加できない場合がございます。

◆詳しくは、下記ホームページをご参照ください。
http://www.stadium2002.com/guide/tour.php
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　　集合とスタートについてのご注意

・EKIDENの部のスタートは9:30ですが、第1走者は 
 スタート時刻の15分前（9:15）までに、スタート地点 
 へ集合してください。第2～4走者も、事前に中継地 
 点を確認してください。

・キッズ種目のスタートは12:00から部門ごとに随時
 行いますが、11:30までにスタンド入口階段下（案内
　図参照）に集合してください。その後、スタート地点
  （スタジアム内）に移動します。


