
《参加のご案内》
参加案内同封物をご確認ください

・参加案内（本紙）
・ナンバーカードセット
　（ナンバーカード1枚、安全ピン4本、ランナーズチップ＜計測用タグ＞1個、ビニタイ2本）
・計測タグ返却用封筒（当日来場されない場合にお使いください）

●大会当日、ナンバーカードセット一式を必ずご持参ください。
●当日、ナンバーカードと計測用タグを紛失、お忘れの場合は、体育センターのサポートデスクへお越
しください。手数料1,500円にて再発行いたします。
●再発行手続きは、各種目スタート時間の30分前に締め切りとさせていただきます。

参加賞のお渡しについて

参加賞はレース終了後、計測タグと引き換えでお渡しい
たします。

体育センター内に更衣室、荷物預かり（貴重品は除く）を
用意いたします。

更衣室・荷物預かりについて

日雨天決行

制限時間について

1.5kmの部……30分
   5kmの部……40分
 10kmの部……1時間20分

スタート時間

◆開催日　2017年10月21日（土）
◆会　場　東伊豆クロスカントリーコース
◆開会式　10:15～

当日来場されない場合 本状と同封の計測タグ返却用封筒にタグを入れ、封筒表面に氏名を記載のうえ、
82円切手を貼って、ご投函ください。

注 意 事 項

〈1.5kmの部〉　
● キッズラン（小学生・幼児）…………………10時30分スタート
● ユニバーサルラン …………………………10時45分スタート
  障害者も健常者も共に楽しめるレースです。
 ※ユニバーサルラン参加者は、9：30に体育館内の受付場所に
　 集合してください。
 ※表彰は健常者を除きます。
 ※障害者手帳を見せていただく場合がございます。

〈5kmの部〉 …………………………………11時45分スタート
● 中学生  男・女／高校生  男・女
● 一般男子  29歳以下・30歳代・40歳代・50歳代・60歳代・70歳以上
● 一般女子  39歳以下・40歳以上
〈10kmの部〉 ………………………………12時15分スタート
● 一般男子／一般女子

RSタグについて

東伊豆クロスカントリー大会2017

本大会はRSタグ（ランナーズチップ）による記録処理を
行います。
以下の事項にご協力ください。

・タグは必ずシューズに取り付けてください。左右どちらで
も構いません。
・タグは個々に登録されています。他人のタグ、異なるタグ
を装着すると
　記録は計測されません。
・ゴール後、必ず、ご返却願います。
・エントリー後の種目の変更は認めません。



抽選会に参加される方は、ナンバーカー
ド端の抽選券を「抽選会会場（体育セ
ンター）」で抽選箱に入れてください。
投函された方のみが対象となります。

　　その他の注意事項

●コースの下見希望者は、各自前日までに行って
ください。

●東京駅より直通特急「踊り子号」で伊豆稲取駅下車。
所要約2時間30分。

●東海道線熱海駅よりJR伊東線・伊豆急行線で伊豆
稲取駅下車。所要約1時間10分。

●大会当日の駐車場には限りがありますので、なるべく
電車・無料バスをご利用ください。

●伊豆稲取駅から大会会場まで無料シャトルバスを運
行いたします。

●往路運行時間：7時45分～15時。

　復路便は会場の状況を踏まえて適宜運行。

大会会場までのアクセス大会会場までのアクセス

お楽しみ抽選会

ゲストは
女性ランニングチーム

お揃いのウエアを着て走ります！

とうきゅうカップ東伊豆クロスカントリー大会事務局

〒413-0411　静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354　東伊豆町役場内
Tel. 0557-95-6206　Fax. 0557-95-5691お問い

合わせ

抽選会
会 場

会場案内図

コース図
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