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早春のくまとりの景色を満喫しながら走ろう! 大阪府泉南郡熊取町

永楽ダム周辺には「水源の森百選」「大阪みどりの百選」に指定された美しい森があり、
平成27年11月にオープンした「永楽ゆめの森公園」もあります。水とみどりに囲まれた変化に富んだコースが魅力です。
永楽ダム周辺には「水源の森百選」「大阪みどりの百選」に指定された美しい森があり、
平成27年11月にオープンした「永楽ゆめの森公園」もあります。水とみどりに囲まれた変化に富んだコースが魅力です。

主　催：くまとりロードレース実行委員会
共　催：熊取町　熊取町教育委員会
後　援：学校法人浪商学園
協　力：熊取町スポーツ推進委員協議会　熊取町体育協会　
　　　　熊取町スポーツ少年団　熊取町婦人会　熊取町青年団
　　　　熊取町こども会育成連絡協議会　熊取町青少年指導員連絡協議会
　　　　ボーイスカウト熊取第1団
助　成：（公財）フィットネス21事業団
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　　　　　　　 （インターネットエントリー）

平成３０年1月１７日（水）  平成３０年1月１７日（水）  
平成2９年1２月２２日（金）  平成2９年1２月２２日（金）  
専 用 振 替 払 込 用 紙

会場：大阪体育大学 陸上競技場

クォーターマラソン（10.55km）・3kmクォーターマラソン（10.55km）・3km

大会公式ホームページ大会公式ホームページ

http://kumatori-road.jp/http://kumatori-road.jp/

募集人数(中面参照)〔先着順〕

くまとりロードレース（月～金10：00～17：00／祝日及び12/28～1/4を除く）

（月～日9：00～17：30／火曜日及び祝日・12/29～1/3を除く）

車

駐車場

電車

TEL.072-453-5428

TEL.03-3714-7924

※なるべく公共交通機関を利用のこと

〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9

〒590-0441 大阪府泉南郡熊取町久保５丁目３番１号
ひまわりドーム（熊取町立総合体育館）内

大会に関するお問い合わせ先

無料送迎バス停

くまとりロードレースパンフレット発送センター

くまとりロードレース実行委員会事務局

募集パンフレット請求先・エントリーに関するお問い合わせ先

『熊取町』は、大阪の南部、

豊かな自然に恵まれた『学園文化都市』。

“子育てしやすいまちづくり”
“教育のまちづくり”
に力を入れています。

熊取町に住んで、
子育てしませんか？
熊取町に住んで、
子育てしませんか？
熊取町に住んで、
子育てしませんか？



コ ー ス 図

美しい景色のコース
POINT1

美しい景色のコース
「水源の森百選」「大阪みどりの百
選」に選ばれている永楽ダム周辺を
走ります。里山の自然を楽しみなが
ら走ってください。
クォーターのコース（10.55km）
はアップダウンがあり走りごたえ
があります。

誰でも気軽に参加ＯＫ!
POINT2

種目はクォーター（10.55km）・
3kmという無理のない距
離設定になっているの
で、チビッコやビギ
ナーまで誰でも気軽
に参加してもらえま
す。お友達や家族を
誘って、みなさんで
走ってください。

当日完走証がもらえる!
POINT3

当日完走証がもらえる!
記録計測は「世界標準」の自動計
測器「ランナーズチップ」で行い
ます。
走った後に、正確な記録がプリ
ントされた完走証を、当日会場
にてお渡しします。

クォーターの部優勝者に特典つき
POINT5

クォーターの部優勝者に特典つき
クォーターマラソン（10.55km）参加者
の内、優勝者男女各1名を「第26回
KIX泉州国際マラソン」大会にご招待
いたします（参加費免除）。がんばっ
て幸運を手に入れよう!

お楽しみ抽選会!
POINT6

お楽しみ抽選会!

大会終了後には、毎年、皆さまに大変好
評を得ている抽選会が行われます。
豪華賞品をたくさん取り揃えていま
すので、是非参加してください!
（昨年例：旅行券、商品券、折りたたみ自転車など）

誰でも気軽に参加ＯＫ!

「水源の森百選」
　  「大阪みどりの百選」に選ばれた
　　　　　　永楽ダムでさわやかな汗を流そう!!

「水源の森百選」
　  「大阪みどりの百選」に選ばれた
　　　　　　永楽ダムでさわやかな汗を流そう!!

　　「クォーターの部」は
スタート後の周回を２周とし、
10.55kmの距離で開催いたします。
競技上、選手の安全を確保するための措置
ですので、ご理解くださいますようお願いします。
※3kmの種目については従来通り１周回です。

入賞めざして頑張ろう!入賞めざして頑張ろう!
POINT4

3ｋｍ
コース

クォーター
（10.55ｋｍ）
コース

※健康ジョギ
　ング除く

各種目1～3位には表彰状、メダ
ル、記念品が、4～6位には表彰
状、記念品が授与されます。

国史跡「土丸・雨山城跡」

永楽ゆめの森公園

◎大会期日／
　

◎コ ー ス／

◎募集人数／
　
　
◎競技種目／
　
　
　
　　
　
　
　　
◎参加資格／
　
　
　
　
◎参 加 料／

◎申込方法／
　

◎申込締切／
　　

　
　

◎大会事務局／
　

◎重要事項／

　

◎注意事項等／

大　　会　　要　　項
平成30年3月4日（日）
午前9時30分より時差スタート〔受付8：00～9：15〕雨天決行

大阪体育大学陸上競技場をスタート・ゴールとする永楽ダム周辺

クォーターマラソン　　　　　　　700人
3キロ中学生（男女合計）　　　　200人
3キロ健康ジョギングファミリー　500人　※すべて先着順
クォーターマラソン［10.55km］…〔スタート10：10〕
　①一般男子（40歳以上）
　②一般男子（高校生以上39歳以下）
　③一般女子（高校生以上）
3キロ
　④中学生男子　

……………………〔スタート10：20〕
　⑤中学生女子
　⑥健康ジョギングファミリー……〔スタート9：30〕

健康でランニングを愛好し、完走可能な人。
ただし、18歳未満の参加は、保護者の同意が必要です。
年齢基準日は、大会日とし、健康ジョギングファミリーへの参
加は5歳以上とします。なお、幼児の参加については保護者の
参加を要します。健康ジョギングファミリーは1組5名以内。
大学生・一般‥‥3,500円
健康ジョギングファミリー‥3,500円（1組）
高校生‥‥‥‥‥1,800円
中学生‥‥‥‥‥1,300円
● 参加料には傷害保険料を含みます。
●健康ジョギングファミリーの参加賞は1組に1つになります。
※11：30時点で体大正門を通過できていないランナーは失格とし、正
門にて回収車に収容します。校外コースを走行中のランナーは歩道に
上がっていただきます。なお、失格者については記録証の発行はでき
ません。

①インターネットサイト 
②所定の専用振替払込用紙

●RUNTES（インターネットエントリー）
　平成30年1月17日（水）

●専用振替払込用紙
　平成29年12月22日（金）消印有効

くまとりロードレース実行委員会事務局
　TEL（072）453-5428（裏面参照）

選手は、健康管理に十分注意し、大会前に医師の診断を受け
その結果に従ってください。大会当日、体調の悪い方は走ら
ないでください。また大会中体調に異常を感じた場合は、速
やかに棄権し、係員の指示に従ってください。

①大会開催中は、現場の警察官及び係員の指示に従って走行
してください。緊急車両の通行等により、選手を停止させ
車両の通行を優先させる措置をとる場合があります。

②入金確認のない場合は、出場できません。

③視覚障害等がある方は伴走者とともに参加してください。
（伴走者の参加は無料ですが、申込時に申告が必要です。）
道路その他の事情により車椅子での参加はできません。ま
た、伴走車（自転車を含む）は認めません。

④参加通知書の発送は2月下旬になる予定です。

⑤荷物預かり所は設置しますが、貴重品は各自の責任で保管
してください。なお万一、荷物の紛失、破損等が発生して
も主催者側は一切責任を負いません。

⑥参加できなかった方の参加賞の引換は、平成30年3月5日
から31日〔火曜日及び祝日を除く〕までに参加通知書をご持
参の上、大会事務局までお越しください。

または 専用振替払込用紙でお申し込みいただけます。

申込締切日 平成29年12月22日（金）消印有効申込締切日 平成29年12月22日（金）消印有効

申込締切日 平成30年1月17日（水）申込締切日 平成30年1月17日（水）

（5歳以上）

クォーター
（10.55ｋｍ）

（インターネットエントリー）

 1.自己都合による申込後の種目変更・

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

等による開催縮小・中止は、大会ホー

ムページにて通知します。なお、開催

中止の場合も参加料の返金はいたし

ません。

 3.私は、心疾患・疾病等なく、健康に留

意し、十分なトレーニングをして大会

に臨みます。傷病、事故、紛失等に対

し、自己の責任において大会に参加

します。

 4.私は、大会開催中に主催者より競技

続行に支障があると判断された場

合、主催者の競技中止の指示に直ち

に従います。また、その他、主催者の

安全管理・大会運営上の指示に従い

ます。

 5.私は、大会開催中に傷病が発生した

場合、応急手当を受けることに異議あ

りません。その方法、経過等につい

て、主催者の責任を問いません。

 6.私は、大会開催中の事故、紛失、傷病

等に関し、主催者の責任を免除し、損

害賠償等の請求を行いません。

 7.大会開催中の事故・傷病への補償は

大会側が加入した保険の範囲内であ

ることを了承します。

 8.私の家族・親族、保護者（参加者が未

成年の場合）、またはチームメンバー

（代表者エントリーの場合）は、本大

会への参加を承諾しています。

 9.年齢・性別等の虚偽申告、申込者本

人以外の出場(代理出走)はいたしま

せん。それらが発覚した場合、出場・

表彰の取り消し、次回以降の資格は

く奪等、主催者の決定に従います。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

を負いかねます。

10.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）が新聞・テレビ・雑誌・

インターネット・パンフレット等に報道・

掲載・利用されることを承諾します。

また、その掲載権・使用権は主催者

に属します。

11.大会申込者の個人情報の取扱いは、

別途記載する主催者の規約に則りま

す。

12.上記の申込規約の他、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が優先します）。 

専用振替払込用紙（コピー不可）に必要事項をご記入の上、参加料を
添えて、ゆうちょ銀行または郵便局窓口でお申し込みください。
確認用にコピーを大会まで保存されることをおすすめします。
※払込手数料１3０円
専用振替払込用紙が必要な方は、氏名・住所・希望部数を明記した返信
用封筒（切手貼付）を同封のうえ、下記のパンフレット発送センターま
で封書にてご請求ください。切手料金は請求部数によって異なります
のでお問い合わせください。後日パンフレット発送センターからお送
りします。
専用振替払込用紙の種目番号には右記番号（1～6）を記入してください。
　　　専用振替払込用紙ご請求先
　　　　〒１５２－８５３２　東京都目黒区原町１－３１－９
　　　　くまとりロードレースパンフレット発送センター
　　　　　（月～金１０：００～１７：００／祝日及び１２／２8～１／4を除く）

パソコンまたはスマートフォンから下記の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、ATMなど）。
　　　※エントリー手数料：支払総額4,000円まで205円（税込）、
　　　　　　　　　　　　　4,001円以上5.15％（税込）

申込規約 ※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。

個人情報の取り扱いについて
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等を厳守し、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、大会プログラム制作、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・関係各団体からのサービスの提供、記録発表（ランキング等）

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。

※エントリーの際は、RUNNETへの会員登録（無料）が必要となります。
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