本イベントのコースは占有利用ではありません。
大会開催中も施設来場者がコース上を通行す
る場合がございます。譲り合いの精神を持ち、安
全に十分注意してイベントに参加してください。

スノーマラソンシリーズin苫小牧 参加のご案内
◇主催
一般財団法人アールビーズスポーツ財団
◇後援
北海道
◇協賛
アクトナウ

◇記録計時
記録計時は、ランナーズチップで行います。
ナンバーカードセットに同封の取扱い説明書を参考に、
シューズに正しく装着してください。
※靴ヒモの無いシューズの方は、大会本部（スタート横）
にお越しください。
※記録計時タグは、レース後必ずご返却ください。
途中棄権した場合もご返却ください。事前送付済で
当日出走されない方は、同封されている返却用封筒
をご利用の上、返却願います。

◇開催日
2021年2月14日（日）

◇スタートに関して

◇会場
ノーザンホースパーク
（苫小牧市美沢114-7）
◇大会スケジュール
9:00 20kmの部/検温・体調チェックシート回収開始
10:00 20kmの部/スタート
10kmの部/検温・体調チェックシート回収開始
11:00 10kmの部/スタート
13:05 10kmの部/レース終了（制限時間2時間）
13:45 20kmの部/レース終了（制限時間3時間40分）
※密を避けるため、開会式、表彰式は行いません。

スタート待機時の密集を避けるために、ナンバー
20番単位で、1分毎のウェーブスタートを行います。
待機時に前後約2mの間隔を保った状態で整列いた
だき、そのままスタートラインを通過していただきます。
※スタート整列時にはマスクを着用してください。
※レース中は外していただいて結構です。
区分

20km

スタート時間

ゼッケンNO

区分

スタート時間

ゼッケンNO

10:00

1

～ 20

11:00

201 ～ 220

10:01

21 ～ 40

11:01

221 ～ 240

10:02

41 ～ 60

11:02

241 ～ 260

10:03

61 ～ 80

11:03

261 ～ 280

10:04

81 ～ 100

11:04

281 ～ 300

10km

◇選手受付・体調管理チェックシート提出について
◎1次エントリーの方
事前にナンバーカード、体調管理チェックシートを
郵送します。当日「バックヤードグリル」にて検温、
体調管理チェックシート回収を行いますので、
忘れずにご持参ください。

◎レイトエントリーの方
事前発送はいたしませんので、体調管理チェックシートを
下記よりダウンロードいただき、忘れずにご持参ください。
ナンバーカードセットは、当日9時より「バックヤードグリ
ル」にてお渡しします。その際、検温、体調管理チェック
シートを回収いたします。
体調管理チェックシート
ダウンドードはこちら➾

開催中止の場合
悪天候や災害により大会を中止する場合
は、大会当日6時から大会HPにてお知ら
せします。
電話でのお問合せはご遠慮ください。
https://snowmarathon.jp/2021/

お問い合わせ先
スノーマラソンシリーズ大会事務局
事前 TEL : 011-206-6391
(平日のみ9:30～17:30）

当日 TEL : 070-1053-6211
（2月14日（日）6:00～15:00 ※緊急連絡以外はご遠慮ください)

参加のご案内
◇関門に関して
10kmの部： 5km地点（ 1周回後） 12:20
20kmの部：15km地点（ 3周回後） 13:00

◇記録証
記録証はWEB記録証となります。
5km毎のラップタイム入り記録証です。
詳しくは大会HPでご確認ください。

◇給水所
コース上1カ所に給水所を設置します。（5km毎）
水、スポーツドリンクを小型ペットボトル(280ml)
で提供します。
※未使用ペットボトルですが、外しやすいようキャップを
緩めておきます。（係員の手指消毒は徹底します）
※密にならないよう譲り合って給水してください。
※ドリンクホルダーの携行をオススメします。

◇更衣室（バックヤードグリル内）
[スタート前]
密回避のため、着替えをしないで走れる格好で
お越しください。
[フィニッシュ後]
レース後には、簡易パーテーションで仕切った着替え
スペースを設けます。

◇手荷物預かり（バックヤードグリル内）
事前発送する荷札を荷物に付けてからお預かりします。
（レイトエントリーの場合は荷札を当日お渡しします）
尚、貴重品のお預かりは致しません。

◇服装、シューズについて
◎帽子、ネックウォーマー、手袋等で各自寒さ対策を
しっかり行ってください。
◎雪が反射してまぶしい場合に備え、サングラス着用を
オススメします。
◎スノーシューズを推奨します。

◇トイレ
手洗い、アルコール消毒の徹底をお願い致します。
お並びの際は、2m間隔をあけて整列願います。

◇参加賞
当日、検温および体調管理チェックシートご提出後に
大会オリジナルシューズケースをお渡しします。

◇北海道知事賞
各部門（20kmの部、10kmの部とも男女別）の
最速ネットタイムの選手に『北海道知事賞』と
してトロフィーを後日郵送いたします。

◇過去5年の気温情報（苫小牧市）
2020年

2019年

2018年

2017年

7:00気温

-0.6

-13.7

-6.4

-3.7

4.0

8:00気温

1.1

-10.0

-4.7

-1.6

5.2

9:00気温

4.3

-5.0

-3.1

-0.8

5.5

10:00気温

5.8

-3.8

-2.0

0.5

6.1

11:00気温

5.9

-2.7

-0.8

1.2

6.0

12:00気温

6.0

-1.7

0.0

2.1

6.4

13:00気温

7.1

-2.7

-0.2

2.6

6.5

2016年

◇その他
●大会開催中のケガ等に関しては主催者加入の
傷害保険の範囲のみの保証となります。
（応急処置は主催者で行います。）
●走行中に気分が悪くなるなどの異変を感じた場合、
無理をせず巡回スタッフにお声掛けください。
●参加者はエントリー時の参加規約に則り、
大会開催中の事故、紛失、傷病に関し、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。また、参加者の家族・親族、保護者（参加者
が未成年の場合）が本大会への参加と参加規約に
ついて承諾しているものとします。
●ランナーズチップ（記録計測用チップ）を紛失した
場合は、実費（1,000円）を負担していただきます。
●施設内はコース以外は立入禁止です。特に馬が
いるきゅう舎には近づかないようお願い致します。
●積雪状況により、コース内のコンディションが悪化
する場合がございます。その際は、コースを変更する
可能性がありますので、ご承知おきください。

参加のご案内

◇会場/コースマップ

本大会の安全管理には十分配慮しておりますが、会場は大会占有
ではありませんので、一般来場の歩行者には気を付けてお互いの
マナーを守ってご参加いただけますようお願いいたします。

コース幅
約3m～7m

コースに
ついての
注意事項

下記マナーを守っていただきますよう、お願いいたします。
・コースは左側通行、追い抜く際は右側からお願いします。
・３名以上が横に並んで走ることがないようにしてください。
・周回管理はご自身でおこなってください。スタッフは誘導いたしません。
・途中で棄権される場合はお近くのスタッフに声をかけてください。
・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。
・スタートまで、マスクの着用をお願いします。※レース中は外して頂いて結構です。
※積雪状況によりコースが変更となる場合がございます。

◇会場アクセス
道央自動車道千歳I.Cにて国道36号線
（苫小牧方面）経由で道道10号線に入り、
案内看板を左折。
※千歳I.Cから約15km、25分程度かかります。
天候状況により高速道路が通行止めの可能性
もありますので、余裕をもってお越しください。
会場までの公共交通機関、シャトルバスの
運行はありません。

駐車場無料

参加のご案内

【新型コロナウィルス感染拡大防止特別 参加規約 】
①主催者は、競技運営目的以外に、感染症予防対策目的に個人情報を保健所・医療機関などのこれらの情報を必要と
する第三者へ提供することがあります。
②主催者による、新型コロナウィルス感染拡大防止のための指示に従わない参加者には、他の参加者の安全性を確保
するために、出走を取り消したり、途中競技中止、会場での待機、会場からの退出を求めることがあります。
③主催者は、今回取得した感染防止チェックリスト等の健康管理、感染防止上の個人情報を、大会終了後1か月間保管
します。
④イベント終了後2週間以内に新型コロナウィ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。

⑤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ご協力いただく場合があります。
⑥参加者の居住地について
開催日の2週間前以降に、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、参加料は返金手数料を除き全額返金いたします。）
開催日の2週間前以降に、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、参加料は返金手数料を除き全額返金いたします。）
⑦参加者とその家族及び同居人について
参加者とその家族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がある場合は
参加をご辞退ください。
参加者とその家族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。
⑧以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めます。
37.5度以上の発熱がある場合
強い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
家族や同居人、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、体調に不安のある場合
過去2週間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
⑨会場ではこまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
⑩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）
⑪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。
⑫当日は感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示にしたがってください。
【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、給水所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い、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。
・スタートは少人数のウェーブスタートとします。
・会場、コースともエイドステーションでの給水の手渡しは行いません。
・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。
・コース内は安全確保のため、出場ランナーのみの出走とします。
・会場となるノーザンホースパーク内は本大会専有ではありません。
施設営業中ですので、一般の来場客との衝突などに十分ご注意ください。

