
           

           XTERRA JAPAN 2021 Marunuma 開催要項 

 

主  催：エクステラ・ジャパン大会実行委員会   

後  援：片品村、片品村観光協会、環湖荘、丸沼高原リゾート株式会社（日本製紙グループ）  

開 催 日：2021年 9月 18日（土）、19（日）、20日（月祝）  

開 催 地：群馬県利根郡片品村 丸沼周辺  

 

競技内容・出場資格・募集定員： 

競技種目 競技距離 出場資格 制限時間 募集定員 

エクステラ ユニバーシティ 講習会 10歳以上  20 

フルディスタンス ス イ ム :1500m, 

MTB:25km,       

トレイルラン:10km 

16歳以上 6時間 250 

リレー ス イ ム :1500m, 

MTB:25km,      

トレイルラン:10km 

16歳以上 6時間 30 

デュアスロン 第 １ ラ ン :2km, 

MTB:25km,      

第 2ラン:10km 

16歳以上 6時間 50 

キッズ ス イ ム :200m,    

MTB:4km,        

トレイルラン:2km 

10 歳以上 15

歳以下 

1時間 50 

ライト ス イ ム :600m, 

MTB:10km,       

トレイルラン:4km 

16歳以上 3時間 50 

スプリント ス イ ム :200m,       

MTB:6km,          

トレイルラン:2km 

16歳以上 2時間 50 

e-bikeエクステラ ス イ ム :600m, 

MTB:10km,          

トレイルラン:4km 

16歳以上 3時間 20 

※エクステラもしくは同種の競技の参加経験がある健康な男女。または完走できる体力のある方。ハン

ディキャップのある方は事務局へご相談下さい。原則として 16歳以上。 

 

 

 

 

 

 

 



スケジュール： 

9/18（Sat）  

10:00-16:00 全種目前日受付 

10:00-16:00エクステラ エキスポ 

10:00-16:00 コースオープン 

10:00-10:30 エクステラ ユニバーシティ受付 

10:30-12:00 エクステラ ユニバーシティ 

 

9/19（Sun）  

06:00-8:30 トランジッションオープン 

08:00-17:00エクステラ エキスポ 

08:30-9:00 レースブリーフィング 

10:00 エクステラ フルディスタンス スタート 

10:00エクステラ リレー スタート 

10:30エクステラ デュアスロン スタート 

11:30 T1クローズ （スイムカットオフ） 

15:00 T2クローズ （MTBカットオフ） 

16:00 コースクローズ （制限時間） 

17:15 エクステラ ナイト受付 

17:30-21:00 エクステラ ナイト開催 

19:00 表彰式 

20:00 XTERRA World Championship スロット授与式 

 

9/20（Mon）  

06:00-8:30 トランジッションオープン 

08:00-10:00 全種目当日受付 

08:00-17:00 エクステラ エキスポ 

09:00 Start エクステラ キッズ スタート 

10:00 e-bikeエクステラ スタート 

13:00 エクステラ ライト スタート 

13:00 エクステラ スプリント スタート 

 

競技規則: 

すべての法令を遵守し、大会規定および役員の指示に従います。また、大会競技中（付帯行事の開催中

も含む）に何らかの事故等により負傷、死亡した場合、私および親族等は主催者およびその関係者に対

し一切の責任を問いません。 

さらに、競技中（付帯行事の開催中も含む）に於ける私物等についての管理は自己責任とします。 

肖像、氏名、住所、年齢、競技暦などが、大会に関連する広告全般および報道・情報メディアにおいて

使用されることを了承し、これらに付随して主催者・管轄競技団体が制作する印刷物・ビデオ・情報メ

ディアなどによる商業的利用を承諾致します。参加者が 18歳未満の場合は保護者の誓約事項の同意を得

て申込んで下さい。 

自己都合による申込後のキャンセルはできません。天災・事件・事故等による開催縮小・中止等の場合

において参加料はお返しできませんのでご了承ください。なお、選手の代替出場は認めません。 

大会ガイドブック・ルールブックに則って安全に競技を行います。 

 

 

 

 



参加費・申込規定: 

競技種目 早 割 エ ン ト リ ー  

（4/1－4/30） 

通 常 エ ン ト リ ー  

（5/1－6/30） 

エクステラ ユニバーシティ 8,500円 10,000円 

エクステラ ユニバーシティ キッズ 4,250円 5,000円 

フルディスタンス 23,800円 28,000円 

デュアスロン 21,250円 25,000円 

リレー 29,750円 35,000円 

キッズ 4,250円 5,000円 

ライト 12,750円 15,000円 

スプリント 8,500円 10,000円 

e-bikeエクステラ 12,750円 15,000円 

VIPエントリー 10万円 10万円 

環湖荘宿泊者以外用・環湖荘駐車場【９月１９日】     

駐車スロット【１台／１日】 

3,000円 3,000円 

環湖荘宿泊者以外用・環湖荘駐車場【９月２０日】   

駐車スロット【１台／１日】 

3,000円 

 

3,000円 

 

 

※エントリー時には、エントリーシステムの規約に準じたシステム受付手数料が加算されます。  

※入金後のキャンセルには如何なる理由（主催者都合による中止も含む）があっても応じられません。  

※代理出走は承りません 

※当日参加は承っておりませんので募集期間内にエントリーをお願いします。  

※ＶＩＰエントリーに含まれるサービス                                                                             

★参加出来るイベントに全てにエントリーOK。（XTERRA Full Distance＋ユニバーシティ＋

e-bikeXTERRA 、XTERRA Sprintなど） 

★環湖荘の優先予約 

★VIP専用パーキング 

★ＶＩＰレジストレーション当日受付 

★パーティ会場でのＶＩＰ席 

★ＭＴＢのＶＩＰ専用保管テント（VIP専用パーキング内） 

★専属メカニック整備サービス 

※ユニバーティは大人子供同時に受講しますがキッズは価格がキッズ料金となります。 

※環湖荘宿泊者以外用・環湖荘駐車場【９月１９日】、【９月２０日】を有料にてご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



募集期間： 

１：早割エントリー：2021年 4月 1 日～2021年 4月 30日 

２：通常エントリー：2021 年 5月 1 日～2021 年 6月 30日 

※各定員に達し次第、募集終了とさせて頂きます、また期間が変更となる場合もございます。 

 

 

表 彰： 

フルディスタンス：男女５歳刻み １～３位 

リレー：１～３位 

デュアスロン：男女１～３位 

ライト：男女１～３位 

スプリント：男女１～３位 

キッズ：年齢別男女１～３位 

e-bikeエクステラ：男女１～３位 

 

世界選手権のスロット： 

男女 5歳刻みグループに各 1名 

エクステラジャパン・チャンピオンシップの年齢別トップフィニッシャーには、マウイ島カパルア

で開催される 2021 年または 2022 年の XTERRA 世界選手権への出場権が、以下の年齢グループの

割り当てに基づいて授与されます。（※世界選手権大会への参加費用、渡航費用等は各選手負担とな

ります。） 

レース後のアワードパーティにて世界選手権スロット授与式を行います。授与式に不在の場合は次

の選手へロールダウンとなります。 

 

参加賞： 

記念 T シャツ（XS-XL）、記念グッズ 

 

申込方法： 

大会ホームページより http://www.xterrajapan.com/  

上記よりお申し込み手続きを行ってください。 

 

 

 

 

事務局：XTERRA JAPAN運営事務局（ネクストステージ内） 

〒641-0061 和歌山市田野４４０－２ 

URL: http://www.xterrajapan.com/  

MAIL: infoxterrajapan@gmail.com 
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