
コース・会場MAP

スポーツ公園エンジョイラン2018

参 加 案 内
日時｜2018年9月17日［祝・月］
会場｜新潟県スポーツ公園

9:10 参加者記念撮影
9:30 競技説明／参加賞引換開始
9:40 ウォーミングアップ
9:55 スタート地点集合
10:00 スタート
10:30   ラッキー賞発表《高額賞品除く》

賞品引き換え開始
13:00 制限時間《以降フィニッシュ》
13:30 表彰式／ラッキー賞発表《高額賞品》

13:30-13:50 TSUNEIライブ
14:00 記録証発行《各部門6位～》
15:00 参加賞引換終了
※大会スケジュールは変更になる場合があります。

■参加者受付
参加者受付はありません。

□同封されたチップ付タスキとゼッケンを
忘れずにご持参ください。
ご持参いただけない場合は記録の計測等
ができませんのでご注意ください。

■問合せ先
スポーツ公園エンジョイラン大会事務局

TEL ０２５－２５７－８７１１
【平日８：３０～１７：００】

大会前々日・前日・当日のお問合せ
鳥屋野潟スポーツ公園事務所

TEL ０２５－２８６－１０８０
【８：３０～１７：００】

コース：1周1.7581㎞

デンカビッグスワン
スタジアム

ハードオフエコ
スタジアム新潟

参加者待機エリア
※テント設置可

更衣室

エイドステーション

リレーゾーン

大会運営本部

新潟うまいもん広場

競技本部

START/FINISH
記念撮影場所

雨天時
表彰式会場



ス
タ
ー
ト
ま
で
の
時
間

■健康管理
□参加者は各自の責任において十分な健康管理を行ってください。

大会当日、体調の悪い場合は出場を辞退するなどの管理をお願いします。

■更衣室【利用時間／8:30～10:00・13:00～15:00】
□ハードオフエコスタジアム新潟《野球場》内に更衣室を設置いたします。なお、手

荷物は更衣室内へ残置できません。
10:00～13:00の間は更衣室を施錠します。利用を希望される方は大会運営本部ま
でお越しください。

■手荷物預所
□手荷物預所は設置いたしませんので、各チームでの管理をお願いします。

■参加者記念撮影【撮影時間／9:10】
□参加者の記念撮影を行いますので、会場に入られている参加者は記念撮影場所へお

集まりください。なお、記念撮影への参加は任意です。

■参加賞【引換時間／9:30～15:00】
□参加者全員に参加賞をお渡しします。

※同封の「参加賞引換券」と引き換えとなりますので、当日、絶対に忘れないよう
お持ちください。
「参加賞引換券」が無い場合、参加賞をお渡しできない場合があります。予め、
ご了承ください。

■インフォメーション
□現地での大会についての問い合わせは大会運営本部までお越しください。

■競技説明【集合時間／9:30】
□各チームの代表者１名はステージ前にお集まりください。

■給水所
□スタート前の十分な給水をお願いします。給水所［新潟うまいもん広場］を設けま

すので、スタート前・フィニッシュ後にご利用ください。

■受付・スタート
□参加者受付はありませんので、ゼッケンを体の前面に付け、チップ付タスキをかけ、

スタート地点へお集まりください。
部門毎のスタートではありませんので、部門関係なく前から順に詰めてください。

■コース試走
□コース試走は他の参加者や公園利用者にご注意ください。なお、コースの一部とな

りますデンカビッグスワンスタジアム内は競技が始まるまで試走することができま
せん。予めご了承ください。

■フィニッシュ方法
□スタート号砲から３時間経過時点の走者が最終ランナーとなり、その最終ランナー

がフィニッシュした周回数が公式記録となります。
【例】

スタート号砲から3時間[180分]が制限時間となり、その制限時間到達時点での
最終ランナーの位置が、

◆フィニッシュゲート手前の場合 ☞ そのままフィニッシュ
◆フィニッシュゲートを越えていた場合 ☞ もう１周してからフィニッシュ
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当日、チーム全員で欠席される場合は、お手数でもメールでの連絡をお願
いします。

スポーツ公園エンジョイラン大会事務局
E-mail:enjoy-run@greenery-niigata.or.jp

■計測用チップ・タスキの返却について
□参加ができなくなってしまった場合、または大会が中止となってしまった場合は、

計測チップ・タスキを以下まで郵送（送料自己負担）でご返却ください。
※大会が中止になった場合のみ、主催者が送料を負担します。

□期限までに計測チップ・タスキの返却がなかった場合は実費（10,000円）を代表
者へ請求させていただきます。
◆返却期限 平成３０年９月２１日（金）

NPO エス・ネット
〒952-1558 新潟県佐渡市相川二町目14

TEL 0259-74-3515 FAX 0259-74-2130

競
技
中

■安全を最優先させるためのお願い
□大会に参加されている方及びスポーツ公園を利用されている全ての方の安全を最優

先としますので、緊急車両の通行等により、競技を一時的に中断させたり、走者を
停止させたりする場合があります。

■エントリー者以外の参加
□エントリーをされた方以外の参加はご遠慮ください。

ただし、やむを得ない事情等によりエントリー者以外の方が一緒に走る場合は、参
加者の責任において安全を確保してください。
主催者で一括加入する保険はエントリー者のみが対象となります。詳細は大会要項
をご覧ください。

■エイドステーション【利用時間／10:00～最終ランナー通過後】
□コース上にエイドステーションを設けます。エイドステーションでは、水・スポー

ツドリンクを提供いたします。
□エイドステーションは安全確保のため、「はやく走る選手ゾーン」と「ゆっくり走

る選手ゾーン」に分かれていますので、ご利用の際は十分にご注意ください。
□エイドステーションを利用できるのは、ゼッケンを付けたランナーのみとなります。

■新潟うまいもん広場【利用時間／9:30～14:30（予定）】
□エイドステーションの他、スタートエリア付近に新潟うまいもん広場［給水・給

食］を設けます。この新潟うまいもん広場はゼッケン着用者だけが利用できます。
※同広場で提供する「和風かきたま汁」は、同封の「和風かきたま汁引換券」が必

要です。忘れた場合は引き換えができませんので、当日、必ずご持参ください。

■記録集の作成
□会場内にカメラマンがいます。大会終了後に記録集を作成しますので、カメラマン

を見つけた際は、笑顔や自慢のポーズなど、楽しい思い出づくりにご協力ください。

■「新潟うまいもん広場」の利用について
□「記録」よりも「みんなでエンジョイ」というチームの皆さまは、チーム全員で

コースを外れ、「新潟うまいもん広場」をお楽しみください。
※大会ルール違反での失格とはなりませんので、ご安心ください。
※コースを外れる際は、リレーゾーン付近でコースアウトし、同じ位置からコース

インしてください。
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■計測用チップ入りタスキの返却
□フィニッシュ後は、必ず係員へ計測チップ入りタスキを返却してください。

■記録証
□各部門１～５位は表彰式の際、記録証をお渡しします。
□各部門６位以降は１４時から記録証をお渡しします。

■表彰について
□上位表彰：各部門１～５位をステージで表彰します。
□ベストドレッサー賞：２名をステージで表彰します。
□コスプレ賞：２名（組）をステージで表彰します。
□飛び賞：各部門の飛び賞（当日発表）はステージで記念撮影を行います。
□ラッキー賞：会場にいる参加者を対象に、当選者はステージで記念撮影を行います。

なお、ラッキー賞受賞者は主催者の厳正な事前抽選により決定します。
ラッキー賞はチームではなく、個人を対象としています。
メンバーの数名が欠場する場合や途中で帰るメンバーがいても、欠
場するメンバーや帰るメンバーのゼッケンは出場するメンバーまた
は残るメンバーが必ずお持ちください。代理の方に贈呈いたします。

※下表の「発表・賞品引換」欄に『１０時３０分』と記載されているものは、
同時刻に大会運営本部前で当選者を発表し、順次、賞品の引換を行います。

□賞品一覧

賞品 発表・賞品引換

魚沼産コシヒカリ

新潟産コシヒカリ

こしいぶき

日本なし

表彰式

黒埼茶豆ポテトチップス

ばかうけ
表彰式

ヤスダヨーグルト詰合せ 表彰式

キユーピーサラダソルト 表彰式

２０世紀梨 表彰式

薬用ビューネ 表彰式

塚田ホワイトバター詰合せ 表彰式

フルグラ／フルグラチョコクランチ＆バナナ 表彰式

フルグラ／フルグラチョコクランチ＆バナナ １０時３０分

２０世紀梨 １０時３０分

塚田ホワイトバター詰合せ １０時３０分

クラッシュタイプの蒟蒻畑ソルトinライチ味 １０時３０分

ルレクチェウォーター １０時３０分

湯ったり苑大人無料入浴券 １０時３０分

塩ＪＯＹ １０時３０分

ただの炭酸水にレモン １０時３０分

ロイヤル胎内パークホテル日帰り入浴券 １０時３０分

ホテルペアランチ券 表彰式

ホテルベルナティオ ペア宿泊券 表彰式

デラックスツイン宿泊券 表彰式

ラッキー賞

賞

飛び賞

５位

４位

３位

２位

１位

コスプレ賞

ベストドレッサー賞
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■参加賞

■「新潟うまいもん広場」提供品一覧

■「エイドステーション」提供品一覧

※数量限定品につきましては無くなり次第終了とさせていただきます。
予め、ご了承ください。

クラッシュタイプの蒟蒻畑【ソルトinライチ味】［1箱］ 株式会社マンナンライフ

ただの炭酸水にレモン 生活協同組合コープにいがた

リフレッシュウェット 株式会社ヒウラ

ランドリーバッグ ミズノ株式会社

雪国おでん

お徳用米菓

小千谷そば へぎそば

元祖柿の種スリムパック

提供品 協賛社

アクエリアス コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

森の水だより ―

提供品 協賛社

アクエリアス コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

綾鷹

森の水だより

Qooみかん

柳都物語 新潟市水道局

和風かきたま汁《１人１杯》　※引換券必要 NPO法人新潟維心会

贅沢ばなな《１人２本程度》 株式会社スズキ

新潟県産牛乳《数量限定》 新潟県酪農業協同組合連合会

牛乳《数量限定》

コーヒー牛乳《数量限定》

塩熱飴ＰＲＯ《数量限定》 ミドリ安全新潟株式会社

スイーツ《和・洋》《一部数量限定》 新潟県菓子工業組合

プチケーキ【６種】

プチシュークリーム

試食品各種《県内２町村提供品：数量限定》 弥彦村・田上町

株式会社塚田牛乳

提供品 協賛社
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■大会会場までのアクセス

□お車で来場される皆様へ
駐車場は「スポーツ公園第３駐車場」をご利用ください。そのほかの駐車場は利用
できません。

◆【一 般 道】 国道８号：新潟バイパス女池ICから車で８分
◆【一 般 道】 国道４９号：亀田バイパス姥ヶ山ICから車で５分
◆【高速道路】磐越自動車道：新潟中央ICから車で５分
◆【高速道路】日本海東北自動車道：新潟亀田ICから車で５分

□バイク・自転車で来場される皆様へ
駐輪場は最寄の「スポーツ公園《屋根付き》駐輪場」をご利用ください。

□バスで来場される皆様へ
◆新潟交通

系 統：Ｓ７
路 線：スポーツ公園線
乗車区間：新潟駅南口～スポーツ公園前
片道運賃：大人270円・こども140円

時刻表【土休日】

スポーツ公園第３駐車場

会 場

デンカビッグスワン
スタジアム

ハードオフ
エコスタジアム新潟

新潟駅南口 7:10 7:40 8:05 8:40

↓ ↓ ↓ ↓

スポーツ公園前 7:23 7:53 8:18 8:53

スポーツ公園前 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

新潟駅南口 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09

往

路

復

路

新潟駅南口バス乗場

駐輪場
駐輪場

駐輪場

駐輪場

駐輪場

バス停留場
スポーツ公園前
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■誓約項目
エントリーにあたり、大会要項「誓約項目」に同意されました。

■競技上の注意事項
エントリーにあたり、大会要項「競技上の注意事項」に同意されました。

■その他
エントリーにあたり、大会要項「その他」に同意されました。

お
知
ら
せ

■大会が中止となる場合
荒天・災害等で中止となる場合のみ、当日朝５時を目途にブログ・
フェイスブックでお知らせします。※天候によっては前日の場合があります。

なお、大会が中止になった場合でも、提供を予定していたドリンク・ス
イーツ・フルーツなどは先着順で無償配布いたしますので、会場にお越
しください。参加賞の引き換えも行います。

■計測チップ（タスキ）の保管について
同封した計測チップは電化製品の近くで保管しないでください。

■参加賞
エントリーされたチーム全員が欠場された場合、参加賞を代表者へお送
りします。

■スーパー銭湯「湯ったり苑」当日限定割引
スーパー銭湯「湯ったり苑」で、ゼッケンを提示された方に１００円の
割引きサービスがありますので、ご利用ください。
※当サービスは、３店舗《女池・松崎・槇尾》で９月１７日（祝・月）

限定となります。

■記録速報
専用サイトのゼッケン№を入力することで、順位
とラップタイムを確認することができます。
専用サイトへアクセスするため、以下のＱＲコー
ドを読み込んでください。
なお、専用サイトは９月１７日（祝・月）から提
供開始となります。

■本案内について
本案内は代表者の方へお送りしていますが、９月７日（金）に大会ブ
ログでも公開いたしますので、チームメンバーの皆さんでご覧いただく
ことができます。

■伴走について
小学生（低学年程度）のメンバーで、独走させることに心配な場合、同
じチームメンバーで、ゼッケンを着用した方１名の伴走は可能です。
上記以外で、伴走が必要な方がいらっしゃる場合は大会運営本部までご
相談ください。
※未就学児はゼッケンを着用した保護者が必ず伴走してください。
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■エントリーリストについて
エントリーの際にご入力いただきました情報を基に作成したエントリー
リストを次頁以降に添付しております。
エントリーリストの情報が記録証に反映されますので、お名前を確認い
ただき、訂正などがありましたら、メールにて訂正内容をお知らせくだ
さい。※電話・ファックスでの訂正は受け付けません。
件名には「スポーツ公園エンジョイラン エントリーリスト訂正」とご
入力いただき、送信後に必ず電話での確認をお願いいたします。

スポーツ公園エンジョイラン大会事務局
E-mail:enjoy-run@greenery-niigata.or.jp
TEL 025-257-8711《平日／8:30～17:00》

なお、訂正の受付につきましては、平成30年9月13日（木）17:00を
期限とさせていただき、この期限を過ぎた場合は受け付けいたしません。

■記録集
「スポーツ公園エンジョイラン2018」の記録集は、１０月下旬を目途に
大会ホームページ上で公開いたします。

「走るのはちょっと自信がないんだけど…」そんな方々にもチームで走る楽しさや
ゴールの感動を味わっていただけたらとの想いで、スポーツ公園エンジョイランを
スタートさせました。

「最初は健康のためにと軽い気持ちだったけど、いつの間にか走ること自体が好き
になっていました。」といった言葉が飛び出てしまうほど、マラソンやランニング
には魅力があります。

まずは、みんなで楽しみながら走りましょう！緑いっぱいのスポーツ公園で、エキ
スパートの方にも、ビギナーの方にも、それぞれ良い思い出を胸に、「楽しかっ
た！」と思っていただけるような大会を運営してまいります。

大会まで１週間ほどとなりました。体調管理には十分ご注意いただき、参加される
皆様、応援される皆様、ボランティアの皆様、私どもスタッフ、みんなで楽しい一
日を過ごしましょう。

スポーツ公園エンジョイラン大会事務局

み
ん
な
で
☆

■Instagramで楽しさを共有しましょう♪
とっても手軽に写真や動画を投稿することができるインスタグラムで、

スポーツ公園エンジョイランの楽しさをみんなで共有してみませんか？
フォトジェニックなスポットやシーンを見つけ、撮影した写真や動画に

ハッシュタグ「#エンジョイラン」をつけて投稿し、みんなで楽しみま
しょう♪


