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RUNNET EKIDEN 沖縄
５15

SUN. 

オリオンECO美らSUNビーチ

①以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせをお願いさせ
　ていただきます。
　・37.5 度以上の発熱がある場合 ・強いだるさ（倦怠感）や息苦
　　しさがある場合
　・普段より咳、痰がある場合、咽頭痛などの症状がある場合
　・味覚、嗅覚に異常を感じる場合 ・同居家族や身近な知人に
　　感染が疑われる場合
　・糖尿病などの基礎疾患があり、当日の体調に不安のある場合
　・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、地域への渡航又は当該在住 者との濃
　　厚接触がある場合

②大会運営は以下の対策を行います。
　・会場にトイレはありますが、使用前後に際して主催者が指示
　　する手指その他の消毒方法に従って いただきます。
　・スタッフは常時マスクを着用します。
　・特に参加者と対面するスタッフはフェイスシールドと手袋を
　　着用します。
　・参加者は走行中以外の会場内ではマスクを着用してください。
　　（スタート整列時含む）
　・来場する応援者は常時マスクを着用してください。
　・スタート前に検温を行う場合があり、37.5 度以上の方は出走
　　をお断りし、会場からの退場をお願いします。
　・会場、コースともエイドステーションでの給水、給食の手渡しは
　　行いません。
　・途中収容された場合は、主催者指定の手指消毒とマスクを着用
　　いただきます。
　・会場にゴミ箱はありません。必ず各自ゴミはお持ち帰りください。

③こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。

④他の参加者、主催者スタッフとの距離（できるだけ 2m 以上）
　を確保してください。（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）

⑤イベント中に会場やコースにおいて大きな声で会話、応援を
　しないでください。

⑥感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催
　者の指示に従ってください。

⑦イベント終了後 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、主催者に対して速やかに連絡し、 同時に濃厚接触
　者の有無についても報告してください。

⑧後日参加者、大会関係者の中から感染者が出た場合には、保健
　所などの聞き取り調査に協力していただきます。

⑨参加者の居住地について
　・開催日の 2 週間前の時点で居住地に緊急事態宣言が発出さ
　　れている場合は参加をご辞退ください。（この際、参加料は参加
　　賞発送などの諸経費と返金手数料を差し引き、参加料は RUN
　　PO（＝RUNNET ポイント）にて返金いたします。）
　・開催日の 2 週間前の時点で居住地に越県の自粛が発出されて
　　いる場合は参加をご辞退ください。（この際、参加料は参加賞
　　発送などの諸経費と返金手数料を差し引き、参加料は RUNPO
　　（＝RUNNET ポイント）にて返金いたします。）

⑩参加者とその同居人について
　・参加者及び同居人が開催日の 2 週間前以降に、発熱や感冒症
　　状で病院受診や服薬等がある場合は参加をご辞退ください。
　　（この際、参加料は参加賞発送などの諸経費と返金手数料を
　　差し引き、参加料は RUNPO（＝RUNNET ポイント）にて返金
　　いたします。）
　・参加者及び同居人が開催日の 2 週間前以降に、感染拡大して
　　いる地域や国に訪問した場合は参加をご辞退ください。
　　（この際、参加料は参加賞発送などの諸経費と返金手数料を
　　差し引き、参加料は RUNPO（＝RUNNET ポイント）にて返金
　　いたします。）

本大会にエントリーいただきありがとうございます。ご参加いただくランナーの皆様は、
大会前にこの≪参加のご案内≫をよくお読みいただいたうえで、会場までお越しください。
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  7:30　受付開始/検温開始
  9:30　ファミリー駅伝、親子ペアランスタート
  9:50　ソロ男子、ソロ女子スタート
  　　　駅伝の部（男子、女子、混成、企業）スタート
13:30　レース終了

ナンバーカードは1人1枚、タスキは1チーム1本です。
ソロの部は、ナンバーカードに記録計測チップが装
着されています。

※タスキの小ポケットには2個の記録計測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。
※タスキは最終走者のフィニッシュ後、回収箱にご返却ください。
※親子ペアランの記録計測はありません。

スタート待機時は前後2mの間隔を保った状態で整列いただき、
マスクの着用をお願いします。
（走行中はマスクを外していただいて結構です）

中継所
●中継所は、各部門毎にⒶ～Ⓓのエリアに分かれていますので、指定の
　エリアでタスキリレーを行ってください。
●全走者の到着予想時間の10分くらい前には、中継所で待機をお願い
　します。

中継所では、タスキリレーの直前までマスクの着用をお願いします。

大会当日は、「ランナーズアップデート」で区間記録や速報タイムを確認
できます。

※規則は速報のため、参考タイムです。
※ランフォト＋記録証の掲載日に関しては大会HPでご確認ください。
※メンバー変更があった場合は、記録証には反映されません。

リアルタイムで記録
データを取り込み、
Web上で閲覧できる
サービスです。ナンバ
ーカードまたはチー
ム名を入力し検索す
ることができます。

https://runnet-ekiden.jp/okinawa/

RUNNET EKIDEN 沖縄 大会事務局

駅伝（5区間）
ソロ（3km×6周）
ファミリー駅伝（1.5km×2周）
親子ペアラン（1.5km）
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5月14日
5月15日
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・ 給水のゴミは、必ずコース上に設置されたゴミ箱へ捨ててください。

レース終了後の飲食について

・ レース終了後は、速やかにご退場いただくようご協力をお願いします。

２４．０
２７．４
２０．７

２３．３
２３．８
２２．７

２７．３
３０．３
２５．６

曇り時々晴れ
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イーアス沖縄豊崎

管理事務所

サイクル棟

イーアス沖縄豊崎イーアス沖縄豊崎イーアス沖縄豊崎

管理事務所管理事務所管理事務所

サイクル棟サイクル棟サイクル棟

入口

Start

Finish

は自粛をお願いします。

幅２～５mの周回路となります。

＜コース＞

■駅伝
１区、５区　　　　　×　２周（６km）
３区　　　　　　  　×　１周（１．５km）
２区、４区　　　　　×　１周（３km）

■ソロ
　　　　×　６周（１８km）

■ファミリー駅伝
　　　　×　１周（２区間）

■親子ペアラン
　　　　×　１周（ペアで）

検温所

（タスキ受け渡しエリア）

（タスキ
　受け渡し
　エリア）

計測地点

＜コース注意事項＞
●コースは周回路になります。
●コース幅は最小2m～最大5.5mです。
●コースは左側走行をお願いします。中央より進行方向右
側を走ることは衝突の恐れがあり禁止です。

＜ランナーのマナー＞
●前のランナーや一般歩行者の無理な追い抜きは危険な
為、禁止です。一声かけるなどご配慮をください。
●３名以上が横に並んで走ることのないようにしてくださ
い。
●ツバ吐きは禁止です。
●周回管理はご自身で行ってください。スタッフは誘導は
しません。
●可能な限りソーシャルディスタンスを保つように走って
ください。
●途中⚠される場合はお近くのスタッフに声をかけてく
ださい
●応援者の来場、コース上での応援はお控えください。
●スタートまでマスクの着用をお願いします。
　※レース中は外していただいて結構です。

１周１．５km

１周３km
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幅２～５mの周回路となります。

RUNNET EKIDEN 沖縄
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【大会当日提出必須書類】

体調チェックシート
１つでも異常のある方、当日の体温が37.5℃以上の方は、参加が出来ませんのでご了承ください。

　本チェックシートは新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。本チェック
シートに記入いただいた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡のために
のみ利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、大会
会場にて感染症患者またはその疑いがある方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。 □ 個人情報の取得・利用・提供に同意する

 1 のどに痛みがある

 2 咳（せき）が出る

 3 痰（たん）が出たり、からんだりする

 4  鼻水（はなみず）、鼻づまりがある　

 5 頭が痛い

 6 体にだるさなどがある

 7 発熱の症状がある

 8 息苦しさがある

 9 味覚異常（味がしない）

 10 嗅覚異常（匂いがしない）

 11  体温

用服の剤薬 ２１ 

ナンバー

氏　　名

連 絡 先
（電話番号） 

・走行時以外はマスクの着用をお願いします。
・待機時にもできるだけソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
・大会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、必ず大会事務局へご連絡お願いします。

【Mail】 okinawa@runners.co.jp

受付時に必ず提出をお願いします 検温チェック
スタッフがチェックします。

公益財団法人日本陸上競技連盟「新型コロナウィルス感染症についての体調管理チェックシート」より

※アレルギーは除く

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

大会当日チェックリスト 日
付

↓該当項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。

体温は1週間分記入してください。

新型コロナウイルス
感染症についての

提出日：　　　月　　　　日

同意のチェックを入れてください。

解熱剤を含む上記症状を
緩和させる薬剤

大会前日
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