◆申込規約
①
②

③
④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

大会主催者による大会規約、規則、指示に従うことに同意すること。
大会において大会主催者が認める新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、イ
ンターネット等の報道機関が選手を撮影又は取材し、それを大会の
報道や宣伝の目的で掲載又は放送することに同意すること。
個人の所有物及び競技備品の管理には一切の責任を持ち、大会主催
者に対しその紛失、破損等の責任を問わないこと。
大会で走ることは潜在的な危険をはらむ行為であることを了解し、
関係有るすべての危険の可能性を承知し、それに対し自ら責任をと
る覚悟で参加し、自身の健康管理には細心の注意を払い、万一の事
故が発生した場合にも大会主催者及びすべての大会関係者に対し、
異議を申し立てないこと。特に山間部の暗闇時における走行となる
ことを理解すること。懐中電灯と熊鈴は必ず用意し携行して走行す
ること。
大会当日のコンディションが悪い場合は、参加を辞退すること。
気象状態の悪化及び競技環境の不良等により競技日程あるいは競技
内容に変更があっても異議を申し立てないこと。
参加申し込みの入金後のキャンセルについては、一切返金はいたし
ません。
参加者は大会開催中の事故、傷病等に対し、主催者の責任は免除し、
損害賠償等の請求は行いません。
地震、風水害、事件、事故、疾病等による大会開催の縮小、中止の
場合、参加料の返金は一切行いません。

⑩

上記の申込規約のほか、主催者が別途定める大会規約に則ります。
（齟齬がある場合は大会規約を優先します）

◆大会諸注意
①

②
③

④
⑤
⑥

⑦
⑧

ナンバーカードは、大会本部が準備し、事前案内書と一緒に「ナン
バーカード引換書」を入れ郵送します。受付時に「ナンバーカード
引換書」と交換でナンバーカード、プログラム、参加賞を受け取っ
てください。
受付後プログラムに記載されている「選手注意事項」は、必ず熟読
してください。
申込時にフルマラソンの自己タイムを申告下さい。スタートは申告
されたタイムでグループ分け致します。申告が無い場合、最終グル
ープからのスタートになります。
ペースランナーは併走いたしません。
車いすでの参加はできません。
競技中に発生した事故については、応急処置を行います。また、
主催者で傷害保険に加入していますが、補償は保険の範囲以内とし、
それ以外の責任は負いません。
アップダウンはかなりありますが、コース上はすべて舗装路となっ
ています。（標高差約350ｍ）
競技内容等に変更がある場合には大会公式ページ等にて発表いたし
ます。

申込関連、宿泊斡旋についてのお問い合わせ先
（代行事務局）

加賀温泉郷寛平ナイトマラソン デスク （担当：野口・奥田）
〒920-0031 石川県金沢市広岡3-3-77

ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル2階

TEL：076 - 293 - 6 8 4 1
FAX：076-293-6846

株式会社日本旅行金沢支店

E-mail：kanazawa̲mice@nta.co.jp

なお、宿泊付プランについては、下記ホームページからご予約願います。
（日本旅行）https://va.apollon.nta.co.jp/kagaonsenkyo-night2019/
★こちらの大会専用宿泊プランでは、以下の内容で設定されております。
① 旅館での相部屋（男女別）での受付及びグループでの受付
② 宿泊施設⇔大会会場への送迎
③ １泊朝食プランの提供（ゴール後に、後夜祭を開催予定しておりますので夕食は設定しておりません）

開催に関する問合せ先
（事務局）

加賀温泉郷寛平ナイトマラソン実行委員会 （加賀市教育委員会スポーツ推進課 内）
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地

TEL：0761 - 72 - 7 9 2 2
FAX：0761-72-7999

E-mail：marason@city.kaga.lg.jp

＊個人情報取扱いについて
主催者は、大会運営のために知り得た個人情報については、法律及び関係法令等を厳守し、個人情報保護方針に
基づき、個人情報の取扱いを致します。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、
次回大会の案内、大会プログラム、記録発表に利用します。

山中温泉（山中座）までのアクセス
加賀エリアのグルメが大集結！
KAGAマルシェ同時開催！

約20分
約25分
加賀I.C、片山津I.C. より約20分

越後
湯沢

長野

大宮

山中座：加賀市山中温泉薬師町ム1番地

※大会当日は会場周辺に駐車はできませんので、臨時駐車場からのシャトルバスをご利用ください。
また、道路規制されている区間がありますのでご注意ください。

走って、笑って、触れ合って、非日常的な空間を楽しもう！

加賀温泉郷 寛平ナイトマラソンを楽しもう！
加賀温泉郷寛平ナイトマラソン2019コースマップ（予定）

受付・スタート&ゴール
（山中温泉山中座周辺）
四十九院トンネル エイド

東谷生活改善センター エイド・トイレ・救護

第2関門

（東谷生活改善センター付近）

・

あいおす広場トイレ

菅生谷町地内 エイド
東谷地区会館 エイド・トイレ・救護
大土町分岐点 エイド・トイレ

エントリー期間

▶

4月22日（月）
日（水）

立杉峠 エイド・トイレ・救護

山中温泉のメインストリート
「ゆげ街道」

標高約410m、峠の頂上付近の立杉見晴台。
そろそろ懐中電灯が灯り出すころ？

◆大会公式ページ
http://www.kagaonsenkyoukanpeinightmarathon.com
加賀温泉郷寛平ナイトマラソン

杉の水集会所 エイド・トイレ・救護
九谷ダム エイド・トイレ・救護

公式HPの「参加申し込み」にアクセスして申し込みページに進んでください

九谷磁器窯跡 エイド・トイレ

直接下記のサイトからもエントリーできます
◆ランネット
◆スポーツエントリー
◆じょいすぽ !!

http://runnet.jp

（「加賀温泉郷寛平ナイトマラソン」で検索）

https://www.sportsentry.ne.jp/

第1関門

https://www.joyspo.com/

（九谷磁器窯跡付近）

12.5km

（宿泊のみのプランもあります）
《エントリー＋宿泊セットプラン》

◆日本旅行専用サイト

10,000

※上記参加料には、後夜祭チケットも含みます。
参加記念品

賞典
① 男女上位３位まで表彰します。
② 参加者全員に参加賞、完走者には記録証を発行します。
③ 特別賞もあります。

会場はいずれも山中温泉山中座周辺

受

付

セレモニー
スタート
後夜祭

円
ブース金券

温泉入浴券

今回の参加
記念品は

※制限時間5時間

参加料

！！
タオル ！！
オフィシャル

/

https://va.apollon.nta.co.jp/kagaonsenkyo-night2019/

❶制限時間（5時間）内に完走できる
こと。
❷大会当日に満18歳以上であること。
ただし、高校生は不可とする。

12：00 〜 15：00
15：30 〜
16：00
19：00 〜 21：30

※後夜祭は、天候等により開催場所及び時間を変更する場合があります。
※後夜祭は、応援者の方も参加できます。また、ランナーと同じ特典が付いた
「後夜祭チケット」のご購入もできます。
（¥3,000円にて当日販売、先着順）
※詳細は公式ホームページにて発表します。

❸心身ともに健康なこと。（持病、高
血圧、心臓疾患、呼吸器系の疾患が
ある人、また、過去にこのような病
歴を持つ人は、医師の診断を受け、
許可が必要。）
❹懐中電灯（帽子等に装着できるものも
可）
、熊鈴を携行して走行できること。

必ず裏面の申込規約と大会諸注意に
同意の上、ご参加ください。

九谷広場を過ぎるといよいよ山間部に入ります。

我谷ダムから九谷ダムにかけてのルートは
壮大なダム湖を眺めながら走りぬけます。
ダムマニアにはたまらない!?

オススメの服装
※懐中電灯と熊鈴は必ず携行して走行してください

ゴール後には…

水分補

暗くなってきてからがナイトマラソンの醍醐味です！
ライトアップや幻想的な演出でゴールを祝福します。
後夜祭では参加者の皆さんが楽しめるイベントや地元の食を
お楽しみください。加賀温泉郷のお風呂も入れます。

給はこ

まめに

懐中電灯
懐中電灯は頭に装着するものや手に巻くタイプ、
首からぶら下げるもの等あります。もちろん手
に持って走るのもOK！
走りやすいタイプを選んでください。

熊鈴

光る服やグッズをたくさん身につけて
思いっきり楽しもう！

（予定）
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