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各部門の1位～3位 に賞状とメダルを、4位～8位に賞状を

授与します。

颯漑鶉鐘鏑爾
2018年度 (公 財)日 本陸上競技連盟規則及び本大会規則

により行います。

彎饂鶉

①手荷物は手荷物預かり所にて有料(1袋 500円 )で お預か

りします。

②ナンバーカー ド 計測チップを忘れたり、計測チップの

未返却 紛失などの場合には実費 (2,000円 )を 負担して

いただきます。

〈大会に関するお問い合わせ先〉

長岡ロァドレース大会事務局

〒940-1151新 潟県長岡市三和2-7-20

長岡市陸上競技協会 担当者 :佐藤―男

丁ELi0258-33-5508 携帯 :090-8943-2439

〈エントリーに関するお問い合わ世先〉

・RUNNET       
ノ

RUNNE丁ヘルプよリメールでお問い合わせください。

https://「 unnetip/help/contact/
。電話エントリー

丁EL:03-6427-5333(月 ～金 10:00～ 17:00土 日祝日除く)

※12/29～ 1/8は 休業いたします。

壼隧鍾りいて

〈お車をこ利用の場合〉

シャトルバス

約 ]0分

靱讀躙滞靡#
【駐車場】長岡市営陸上競技場前、信濃川河り|1公園、

長岡 lil康 管理センター、さいわしヽプラザ

※さいわいプラザからは無料シャトルバスを運行いたします。

※お車でお越しの方は申込時にこ申告ください。大会専用駐車場の駐車

券を事前に発送いたします。なお、駐車場の場所は事務局にて指定し、

駐車券に表記いたしますのでこ了承ください。

※駐車可能台数は約850台です。なるべく公共交通機関でお越しくだ

さい。

(電車 。新 幹線 をご利 用 の場合〉

長 岡駅 か ら会場までの無 料シャトルバスを運行 いた します。
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2018年4月15日 (日 )【雨天決行】

|スケジュール〉開始式
スター ト ノヽ一フマラソン

10km
3km
5km

7:30
8:30
8:40
8:45
8:50

鰈麒條鐘寇員《覺覇痣 )

・八―フマラソン 1,500名
。10km      200名
・ 5km      200名
。 3km      100名

①小学3年生以上で体力に自信のある方

②本大会競技規則及び申込規約を順守できる方

※年齢は大会当日の満年齢とします。
※学生の方|よ 平成30年 4月 時点での学年でお申し込みください。

鰈燒骰攘磯卜鱚
競技者受付は行いません。ナンバーカー ド 計測チップ 参加

案内等はエントリー者へ事前に送付します。

1

ノヽ一フ

マラソン

①男子 18歳～39歳

4,000円

2 ②男子 40歳 ～59歳

3 ③男子 60歳以上

4 ④女子 18歳～39歳

5 0女子 40歳 ～49歳

6 ⑥女子 50歳以上

フ

10km

0男子 18歳～39歳

4,000円

8 0男子 40歳～59歳

9 O男子 60歳以上

10 101女 子 18歳～39歳

①女子 40歳以上

12 ⑫高校男子 2,000円

13
5km

①女子 ]8歳以上 4,000円

14 ⑭高校女子

15 ⑮中学男子

16

3km

①中学女子 2,000円

17 ⑫ 4 学生男子 5年 6年

1,000円
18 ⑩ 4 学ヽ生男子 3年 4年

19 ⑩ 4 学ヽ生女子 5年 6年

20 ④ 4 学生女子 3年 4年

隕はな鸞哩纏

靡洟畿蜆請鑢
自動計測チップで行います。(シ ューズ装着タイプ)
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‡難鷺畿簸鶴鰺議
参加者全員に参加賞と完走者には記録証を差し上げます。

―

鰈鰈摯騨雫

醸爾し亀寵鶴鸞蝙

種目番号

2,000円



申込から大会参カロまでの流穐

2017年 12月 25日 (月 )～

2018年 2月 21日 (水 )

【先着順】

10:00-17:00

803‐6427‐5333
(月 ～金 10:00～ 17:00上自祝日除く)

※12/29～ 1/8は体業いたします。

500円 (税込)

専用払込取扱票を後日送付 (払込手数料要負担 )

【ハーフマラソン制限時間】2時間40分

【申込規約】
参加者 よ大会申込みに際して、下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。

1 地震 風水害 雷 降雪 事件 事故疾病等、主催者の責によらない事由で大会  4
が中止となつた場合、参加料の返金は一切行いません。           5

2 自己都合による申込後のキャンセル 権利譲渡 名義変更はできません。ま

た、過乗」入金 重複入金の返金はいたしません。               6
3参加者は疾患 疾病等無く、健康に留意して大会に臨み、傷病 事故 紛失等

に対し、自己責任において参加してください。それらの事案が発生した場合

でも、主催者は損害賠償の責任は負いません。

2017年 12月 25日 (月 )～

2018年 2月 28日 (水 )

【先着順】

24時間

RUNNE丁ヘアクセスし、大会エントリーページの

指示に従つてお申し込みください。

http8〃runnet.jp/
専用サイトのURLを直接入力するか、

スマートフォンで右記のQRコ ードを

読み取つてアクセスしてください。

4,000円 まで :205円 (税 込)

4,001円以上 :参加料の515%鋭 込)

(1)コ ンビニ払い (2)ク レジット決済

18歳以下の参加者は保護者の同意を得るものとします。

大会開催中の映像 :写真 言己事 記録のテレビ 新聞 雑誌 インターネットな

どへの掲載権は主催者に帰属します。

個人情報については当大会のみ (ブログラム ホームページ 言己録集計等)で

使用するとともに参加者サービス向上を目的に次回大会など各種案内、情

報提供に利用いたします。こ本人の同意を得ず第二者に開示することは正

当な理由がない限りいたしません。

`―

'11:11J・ 爾

3月 末までにエントリー者へ、ナンバーカー ド 計演Jチ ップ 参加案内等を送付いたします。

警                 奮

大会当日はナンバーカード及び、計測チップを忘れずにご持参ください。

※走者はエントリー者本人に限ります。代理出走は認めません。

響
幾

恭
終

ぶ
η

【ハーフマラソン関門閉鎖時刻】(予定)

自白 1日]F弓
越路橋先西栄建設前交差点左折地点    1  10 5km

1時間10分 (9140)閉鎖

第2関 門
千手コミュニティセンター前        1  17 2km

2時間00分 (10i30)閉 鎖
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