
※よろしければアンケートにご協力ください。またご意見・ご感想をお書きください。

第64回備南たましまロードレース大会アンケート

1　本大会参加回数　　　①初めて　　②　　　回目

2　1で②と答えられた方
　　 過去大会でよかったと思われたもの（複数回答可）
　　　①　おもてなしコーナー　②　ケアステーション　③　豚汁　④　参加賞　⑤　コース設定

3　本大会の開催を何でお知りになりましたか。
　　　①　チラシ･ポスター（公民館・学校・その他）　　　②　備南たましまロードレース大会HP
　　　③　RUNRUNおかやまHP　　　④　Webエントリーサイト　　　⑤　スポーツナビ （ 岡山  ・  倉敷 ）
　　　⑥　広報くらしき　　　⑦　家族  ・  友人  ・  知人
　　　⑧　その他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　）

4　会場までの交通手段は何ですか。
　　　①　バス　　　②　JR　　　③　自家用車　　　④　自転車　　　⑤　その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　）

5　どこから来られましたか？
　　　①　倉敷市　　　②　岡山市　　　③　その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6　前回、大会に参加した感想はいかがでしたか。 →長尾小学校
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2019.１.20日雨天
決行

会　場　倉敷市玉島八島　玉島北中学校スタート　　種　目　10㎞コース ・ 3㎞コース ・ ファミリーコース（2㎞）

備南たましま

ロードレース大会
備南たましま

ロードレース大会

第64回第64回
ランナー
大募集！！

http://www.kurashiki-taikyo.com/binan-roadrace/
備南たましまロードレース 検  索

（一財）倉敷市体育協会内備南たましまロードレース大会実行委員会

☎ 086-466-5050大会に関するお問い合わせ

■主催： 備南たましまロードレース大会実行委員会　　　　　　　　　　■主管：（一財）倉敷市体育協会陸上競技部・倉敷市陸上競技協会
■共催： 倉敷市教育委員会・（一財）倉敷市体育協会・岡山県高体連備中支部・岡山県中体連倉敷支部・岡山県小体連倉敷支部
■後援： （予定）㈱山陽新聞社・（公財）OHKスポーツ振興財団・玉島テレビ放送㈱・玉島商工会議所・（一社）玉島青年会議所・玉島ロータリークラブ・玉島ライオンズクラブ・倉敷西ライオンズクラブ・玉島おかみさん会
■協力： 玉島警察署・玉島交通警察協助員会・富田/長尾/穂井田地区社会福祉協議会・倉敷市立玉島北中学校・倉敷市立富田小学校・倉敷市立長尾小学校・玉島北中学校区青少年を育てる会・新倉敷ピーチクリニック
 倉敷市スポーツ推進委員協議会・JA岡山西・パークス富田・ファミリーマート新倉敷北店・大和警備保障㈱・スポーツトレーナー有志の皆さん

9：00～17：00
土日祝 休み（　　　）

《JA岡山西の直売所マップ》

❶井原直売所「いばら愛菜館」
❷山手直売所「ふれあいの里」
❸玉島北直売所「メルカートたまきた果菜館」
❹児島直売所「郷の里」
❺鴨方直売所 ふれあい朝市「なごみ」
❻里庄直売所「里ちゃん」
❼金光直売所「みわの里」
❽船穂直売所
❾菅生直売所 ふれあい青空市「すがお」
10玉島直売所 ふれあい朝市「おなじみさん」
11早島町直売所 ふれあい青空市

JA 岡山西の直売所に

寄ってみよう！

伝統のロードレースに熱い声援を！
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駐車場案内図
・玉島北中学校 倉敷市玉島八島1529-1
・富田小学校 倉敷市玉島八島1774
　（玉島北中学校まで1.5㎞・徒歩約18分）
・長尾小学校 倉敷市玉島長尾3086
　（玉島北中学校まで1.2㎞・徒歩約14分）

※駐車証を発送いたしますので、指定された駐車場へお
停めください。
　なお、玉島北中学校に駐車した場合、競技中は出ること
はできませんので、あらかじめご了承ください。

【表　　彰】 １～ 3位…賞状･賞品を授与　4～ 8位…賞状を授与
 全員に完走証を授与（ファミリーはタイム・順位なし）

【参 加 賞】 一　般…おたのしみ袋+大会マスコット缶バッチ
 小・中・高校生…文房具+大会マスコット缶バッチ
 （予告なく変更する場合があります。ご了承ください。）

【おもてなし】 参加者には，豚汁のサービスあり。（ただし、なくなり次第終了）
 当日、スポーツトレーナーによるケアステーションを開設します。
【そ の 他】 ●競技中に発生した傷害・疾病については応急処置は主催者にて行い

ますが，以後は本人の責任とします。
●大会当日，大規模な地震発生および警報（台風・大雨・洪水・暴風）
が発令されていた場合午前６時の時点で大会を中止いたします。なお，
大会中止の場合のみ備南たましまロードレース大会のホームページに
掲載します。

●大会当日が悪天候（警報）により，やむなく中止決定となった際，返
金は行わず参加賞とプログラムを送付します。

●大会当日は，保険証，またはコピーをご持参ください。 

パソコンまたは携帯から下記のURLにアクセスし，大会エント
リーページの指示に従ってお申し込みください。支払い方法
は，お申し込みの際にお選びいただけます（クレジットカード・
コンビニ）。申込手数料として250円が必要となります。

　主催者は，個人情報の重要性を認識し，個
人情報の保護に関する法律及び関連法令を厳
守し，主催者の個人情報保護方針に基づき，
個人情報を取り扱います。大会参加者への
サービス向上を目的とし，参加案内，記録通
知，関連情報の通知，次回大会の案内，大会
協賛・協力・関係団体からのサービスの提
供，記録発表（ランキング等）等に利用いた
します。また，主催者もしくは委託先からの
申込内容に関する確認連絡をさせていただく
ことがあります。

※おかやまマラソン 2019へ４名を招待選手として推薦します。
(10㎞コース男女優勝者・10㎞コースより抽選で男女各１名  計4名)

（お申し込みは１人１種目に限ります。なお、申込期間中でも定員に達した時には、締め切る場合がございますのでご了承ください。）

個人情報の取り扱いについて

申込受付期間 2018年11月1日(木)～11月30日(金)

●備南たましまロードレース大会実行委員会/9：00～17：00（土・日・祝 休み）
　　　　倉敷市四十瀬４番地 
　　　　倉敷運動公園内テニスコート本部棟2階  （一財）倉敷市体育協会内
●玉島公民館/9：00～17：15（月曜日は休館日）
　　　　玉島市民交流センター内  倉敷市玉島阿賀崎1-10-1

備南たましまロードレース大会ホームページ　http://www.kurashiki-taikyo.com/binan-roadrace/

【期　　日】 2019年（平成31年）１月20日（日）　雨天決行
【会　　場】 倉敷市玉島八島　玉島北中学校スタート
【大会日程】 受　付 8:20～9:00
 開会式 9:15～
 閉会式 12:45～
【種目・スタート】

【競技規則】 日本陸上競技連盟2018年度道路競技規則，並びに本大会
規定による

【出場資格】 10㎞コースは制限時間80分で完走できる方
 （制限時間を超えた場合は、歩道を利用してお戻りください。）

※右の参加申込書に必要事項をご記入の上、参加料を添えてお申し込みください。
　参加申込書は、11月1日より備南たましまロードレース大会のホームページからも
　ダウンロードできます。

開　催　要　項

申　込　方　法

種目  スタート時刻
A 一般男子(高校生以上) 10㎞コース 10:00
 B 一般女子(高校生以上) 10㎞コース 10:00
 C 中学生男子 3㎞コース 11:20
 D 中学生女子 3㎞コース 11:40
 E 一般女子(高校生以上39歳まで) 3㎞コース 12:10
 F 壮年男子(40歳以上の男子) 3㎞コース 12:10
 G 壮年女子(40歳以上の女子) 3㎞コース 12:10
 H ファミリー(小学生の家族) 2㎞コース 10:05
　　（ファミリーは揃ってフィニッシュしてください。）

【参 加 料】 ◇中学生／ 700円/人 ◇ﾌｧﾐﾘｰ／ 大人1,000円/人
 ◇高校生／ 1,000円/人  小人　500円/人
 ◇一   般／ 2,000円/人 (参加料には傷害保険料を含む)

1　インターネット（Webエントリー） 2　窓口受付

１ 申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・名義変更はできま
せん。また，過剰入金・重複入金の返金はいたしません。

２ 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による中止について
は，主催者が判断し，決定いたします。

３ 傷病，事故，紛失等に対し，主催者は責任を負いません。自己
の責任において大会に参加してください。

４ 大会開催中に主催者が競技続行に支障があると判断した場
合，主催者の競技中止の指示に直ちに従ってください。また，
その他すべてにおいて主催者の指示に従ってください。

５ 大会開催中に傷病が発生した場合，応急手当を行いますが，
その方法，経過等について，主催者は責任を負いません。

６ 大会開催中の事故・傷病への補償は主催者が加入した保険
の範囲内に限定されます。

７ 年齢・性別等の虚偽申告，申込者本人以外の出場（代理出走）

申込規約 ※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申込みください。 
は認めません。それらが発覚した場合，出場・表彰を取り消し
ます。また，主催者は，虚偽申告・代理出走者に対して救護・返
金等一切の責任を負いません。

８ 大会の映像・写真・記事・記録等において，氏名・年齢・性別・記
録・肖像等の個人情報の新聞・テレビ・雑誌・インターネット・
パンフレット等への掲載権・使用権は主催者に属します。

９ 大会事務局から申込み内容に関する確認連絡をさせていた
だくことがあります。

10 本大会は国内の関連する全ての法律を遵守し，実施されるも
のといたします。

11 中学生は大会参加にあたり，保護者の承諾を得ている必要
があります。

12 計測チップは必ず返却してください。紛失等により返却され
ない時は，弁償していただく場合があります。

第64回備南たましまロードレース大会参加申込書

ふりがな

氏　　名

生年月日

住 所
案内はがき
送付先住所

連絡先

ふりがな

保護者氏名⑴

ふりがな

子ども氏名⑴

ふりがな

子ども氏名⑶

ふりがな

保護者氏名⑵

ふりがな

子ども氏名⑵

ふりがな

子ども氏名⑷

昭・平　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日生まれ

所属チーム名

年　齢

マンション名・事業所名・ビル名など

（自宅）　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　　　　　（携帯）　　　　　　　－　　　　　　　　－

（自宅）　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　　　　　（携帯）　　　　　　　－　　　　　　　　－

※ご案内文は、大会約１週間前に送付予定です。
※記入漏れ、記入誤りがございますと案内文が届かない場合がございますので、正しくはっきりとご記入ください。
※氏名の漢字につきましては、システムの都合上、常用漢字とさせていただく場合がございます。

保　護　者　同　意　書　　( 中学生のみ )
「第 64回備南たましまロードレース大会」申込規約を了承し、参加することに同意します。

　　申込年月日　平成　　　　年　　　　月　　　　日

　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

ファミリーコース専用申込書

【個人情報の取り扱いについて】
お申し込みいただきました個人情報につきましては、今大会以外には使用いたしません。ただし、今大会に関する写真・個人記録は当会機関誌・ホームページ・ポスター・
チラシ等に掲載させていただきますので、予めご了承のうえお申し込みください。

年　齢

年　齢

年　齢

年　齢

年　齢

年　齢

〒
　　　　　　　都 道　　　　　　　　　             　区 市
　　　　　　　府 県　　　　　　　　　            　 郡　

マンション名・事業所名・ビル名など〒
　　　　　　　都 道　　　　　　　　　             　区 市
　　　　　　　府 県　　　　　　　　　            　 郡　

（H31/１/20現在）

　　　　　　　　歳

＊押印がない場合は出場できません

（　　　　）

（　　　　）

※年齢は大会当日を基準とします。
※種目の対象年齢にご注意ください。
※申込は 1人 1種目に限ります。

A

B
C
D
E
F
G
H

A・B・C・D・E・F・G 希望コースに◯をおつけください

コース

コース

一般男子（高校生以上）10キロコース
   
一般女子（高校生以上）10キロコース
中学生男子３キロコース
中学生女子３キロコース
一般女子（高校生以上 39歳まで）３キロコース
壮年男子（40歳以上の男子）３キロコース
壮年女子（40歳以上の女子）３キロコース
ファミリーコース（小学生の家族）

一　般 2,000円
高校生 1,000円
一　般 2,000円
高校生 1,000円
中学生   700円
中学生   700円
一　般 2,000円
高校生 1,000円
一　般 2,000円
一　般 2,000円
大　人 1,000円
小　人   500円

Hコース

駐車証について

※駐車場は、駐車証が

ないと利用できません

のでご注意ください。

駐車証
必要・不要

住 所
案内はがき
送付先住所

連絡先
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り
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