
3月5日
令和
5年 ㊐
9：30 start

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：くまとりスポーツコミッション
　　　熊取町スポーツ推進委員協議会
　　　熊取町スポーツ協会
　　　熊取町スポーツ少年団
　　　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

申 込 期 間申 込 期 間
インターネット申込（RUNNET）

令和4年12月1日（木）～令和5年1月２0日（金）令和4年12月1日（木）～令和5年1月２0日（金）

くまとり
ロードレース
くまとり
ロードレース

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
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 北京オリンピック女子マラソン日本代表
NOBY T&F CLUBコーチ

ゲストランナーゲストランナー

中村 友梨香さん

大会公式ホームページ大会公式ホームページ

https://kumatori-road.jp/https://kumatori-road.jp/ くまとりロードレース

会　場

大阪体育大学
陸上競技場

クォーターマラソン・3km
（10.55km）

車

電車

●阪和自動車道貝塚I.Cより
　国道170号を西へ約15分
●阪神高速湾岸線泉佐野北I.Cより
　国道170号を東へ約20分

駐車場に限りがありますので、
JR熊取駅からの無料送迎バスを

ご利用ください。

無料送迎バス停

つばさが丘

京都大学
複合原子力
科学研究所

『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？

（月～日9：00～17：30／第4水曜日・12/29～1/3を除く）

TEL.072-453-0391
FAX.072-453-0878

〒590-0415 大阪府泉南郡熊取町五門西1丁目10番１号
熊取交流センター煉瓦館内

大会に関するお問い合わせ先
くまとりロードレース実行委員会事務局



コ ー ス 図

永楽ダムでさわやかな汗を流そう!!永楽ダムでさわやかな汗を流そう!!

3ｋｍ
コース

クォーター
（10.55ｋｍ）
コース

美しい景色のコース美しい景色のコース
POINT2

「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。

国史跡「土丸・雨山城跡」

永楽ゆめの森公園

トイレ

給水所

標高

永楽ダムを
2周します

スタート
フィニッシュ

スタート
フィニッシュ

POINT3
ＷＥＢ完走証ＷＥＢ完走証

レース後、各自のパソコン等で
ダウンロードしていただけます。
会場での配付はありません。
記録計測はランナーズチップで
行います。

誰でも気軽に参加ＯＫ!誰でも気軽に参加ＯＫ!
POINT1

種目は、クォーター（10.55㎞）と３ｋｍ
のみで、ビギナーにも無理のない距離
設定になっています。
お気軽にご参加ください。

ランナーの皆さんとともに
新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組みます。
ランナーの皆さんへ参加にあたっての主なお願い

体調管理チェックシート
の提出 入場前の検温 手指消毒の

徹底
競技中以外は
マスクの着用

並ぶ際は
間隔を空けて 3密を避ける

①新型コロナウイルスに感染している方、及び本規約等

の主催者の取り決めにより参加を認められない方は、

大会に参加することができません。全ての参加者は、本

規約等の主催者の取り決めを遵守し、大会前後を通し

て、マスク着用、手指消毒等、感染症予防及び拡大防

止に努めてください。

②本規約等の主催者の取り決めにより参加が認められな

かった場合、競技の中止を指示された場合、原則として

参加料・手数料の返金は行いません。

③新型コロナウイルス感染症の影響により、大会の開催

が制限されたり、安全に大会を開催することが困難に

なった場合は、大会を中止もしくは開催内容を変更する

ことがあります。その判断を行った時点で実際にかかっ

た経費を勘案して、返金の有無を決定します。また、一

部地域で緊急事態宣言や移動自粛が発出されている

場合、その地域に居住する参加者の参加をお断りする

場合があります。その場合の返金の有無についても、

その時点での状況を判断して決定します。

④主催者は参加者の新型コロナウイルスの感染防止に

努めますが、万が一参加者が感染した場合の責任は

負いません。

⑤大会開催前の指定期間の参加者の健康状態を確認す

るため、事前発送物に同封する「体調管理チェックシー

ト」を当日受付にて必ず提出してください。提出されな

い場合は、大会に参加できません。なお、主催者は提

出された「体調管理チェックシート」を大会終了後１カ月

間保管します（今後、健康状態やワクチン接種等の新

たな確認手段が確保できたときは、「体調管理チェック

シート」の代替とする場合があります）。

⑥「体調管理チェックシート」で大会参加が不可となる項

目に該当した場合は、大会に参加できません。その場

合は、当日のご来場もお控えください。

⑦大会終了後７日以内に新型コロナウイルス感染症を発

症した場合は、主催者に対して速やかに連絡するととも

に、濃厚接触者の有無についても報告してください。

⑧後日、参加者や大会関係者の中から感染者が出た場

合には、保健所などからの聞き取り調査にご協力いた

だく場合があります。

⑨本規約は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

新たに取り決めを定める場合があります。原則として、

大会ホームページでご案内しますので、最新の情報を

ご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止特別規約
クォーターマラソンはスタート後に
陸上競技場のトラックを2周、3kmは1周します。
参加者の安全を確保するための措置ですので
ご理解をお願いします。

◎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／

◎申込期間／

◎大会事務局／
　
◎注意事項等／

大　　会　　要　　項
令和5年3月5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・フィニッシュとする永楽ダム周辺
クォーターマラソン 700名
3km中学生（男女合計） 200名
3km健康ジョギングファミリー 500名　※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）
3km
　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〕
※時間は多少変更になる場合があります。
※11：30時点で大阪体育大学正門を通過できていないランナーは
失格とします。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、失格者については完走証の発行はできません。

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
●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。
インターネット申込（RUNNET） 
※クォーターマラソンと3kmの重複エントリーはできません。
令和4年12月1日（木）～ 令和5年1月20日（金）

くまとりロードレース実行委員会事務局
　TEL（072）453-0391（裏面参照）
①大会開催中は、現場の警察官及び係員の指示にしたがっ
て走行してください。緊急車両の通行等により、参加者の
走行を停止させ、車両の通行を優先させる措置をとる場合
があります。
②身体障害者手帳等をお持ちで、単独走行が困難な参加者
は伴走者とともに参加してください。なお、伴走者のみの
途中棄権はできません。また、伴走犬は不可とします（伴
走者の参加は無料ですが、申込時に申告が必要です）。
③道路状況その他の事情により、車いすでの参加はできま
せん。また、伴走車（自転車含む）は認めません。
④駐車場に限りがありますので、会場へはＪＲ熊取駅からの
無料送迎バスをご利用ください。
⑤荷物預かり所は設置しますが、貴重品、こわれもの、生き
物、危険物などはお預かりできません。貴重品等は各自の
責任で保管してください。なお、荷物の紛失、破損等が発
生しても主催者は一切責任を負いません。
⑥アスリートビブス（ナンバーカード）やランナーズチップな
どを事前に郵送しますので、大会当日にご持参ください。
紛失やお忘れになった場合は実費分を別途請求します。ま
た、「体調管理チェックシート」も同封しますので、当日受
付に必ずご提出ください。
⑦各種目（健康ジョギングファミリー除く）６位までを表彰
します。後日、賞状等を送付します。

インターネット申込のみとなります。

●RUNNET  https://runnet.jp/     ●大会HP  https://kumatori-road.jp/

申込期間：令和4年12月1日（木）～令和5年1月20日（金）申込期間：令和4年12月1日（木）～令和5年1月20日（金）申込方法申込方法

個人情報の取り扱いについて
①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遵守し、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、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）に利用することがあります。主催者または委託先、行政機関から申込内容

に関する確認連絡をさせていただくことがあります。

②参加者の安全確保や新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行政機関や医療機関に個人情報

（体調管理チェックシート含む）を提供することがあります。

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

の返金は行いません。

②地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病

のほか、主催者の責によらない事由

による開催縮小・中止の場合、原則と

して参加料・手数料の返金は行いま

せん。また、大会当日における公共交

通機関の乱れ、道路事情等による遅

刻は認めません。

③健康に留意し、十分なトレーニングを

行ったうえで、自己の責任において大

会に参加してください。60歳以上の方

や基礎疾患のある方の場合、感染症

の重症化リスクが高いことをご認識の

うえ、ご参加ください。主催者が競技

続行に問題があると判断した場合は

競技中止等の指示にしたがってくださ

い。主催者は競技中の傷病に対し、

応急処置のみ行い、補償は大会が加

入した保険の範囲内とします。新型コ

ロナウイルスの感染については補償

の対象外となります。

④未成年者は保護者の了解を得たうえ

でお申し込みください。

⑤主催者の責によらない原因でのインタ

ーネット機器の不具合や事前発送物

の不着、遅延、通信環境により、期日

までに主催者からの連絡が届かず、

必要な手続きができなかった場合に

ついて、主催者は責任を負いません。

⑥年齢・性別等の虚偽申告、申込者本

人以外の出場（代理出走）等の不正

行為が発覚した場合、出場・記録（表

彰）を取り消します。その場合の返金

は行いません。

⑦大会の映像・写真・記事・記録等（に

おいて氏名・年齢・性別・記録・肖像権

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

権と肖像権は主催者に属します。別項

の「個人情報の取り扱いについて」も

ご了承ください。

⑧大会は関連する全ての法律を遵守し

ます。

⑨上記規約のほか、大会に関して主催

者の指示にしたがってください。

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。

下記のＵＲＬにアクセスし、大会エントリーページの指示にしたが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２２０円（税込）、４，００１円以上５．５％（税込）
  ※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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