KANNA Mountain RUN ＆ Walk
神流マウンテンラン＆ウォーク

参加のご案内
開 催 日：2017 年 11 月 12 日（日）
メイン会場：群馬県多野郡神流町万場中心市街地
主
催：神流マウンテンラン＆ウォーク実行委員会
問 合 わせ：事務局 0274-57-2111（内線 203）

大会本部
電話：050-5317-3433
※大会前当日の緊急時のみ

この度は、神流マウンテンラン＆ウォークにエントリーいただき、ありがとうございます。
皆様に大会を楽しんでいただくため、ご案内や注意事項を記載した本書をよくお読みいただき、
ご参加くださいますようお願いいたします。

タイムテーブル
11 月 11 日（土）
10:30～16:30 選手受付
【場所】 神流町万場地内 町並駐車場
10:30～11:40 山村体験の受付 【場所】 神流町万場地内 町並駐車場
11:45
山村体験会場へ移動開始
12:00～
山村体験開始
15:00～16:00 鏑木毅氏によるトレランクリニック 【場所】こいこいアイランド会館２階
17:30～19:30 ウェルカムパーティー
【場所】万場高等学校体育館
※山村体験は申込者・ウェルカムパーティーは宿泊者のみ参加できます。
11 月 12 日（日）

04:30～
06:00
06:30～
07:00
07:00～08:10
08:00
08:40
09:00
14:00
16:00

選手受付
【場所】 神流町万場地内 町並駐車場
スーパーシングル・スーパーペアクラススタート
ロングクラス開会式
【場所】 メイン会場本部テント前
ロングクラススタート
ミドルクラス移送バス（8 時 10 分最終便） 【場所】万場バス停
ミドルクラス受付終了
ミドルクラス開会式
【場所】 神流町中里合同庁舎前
ミドルクラススタート
表彰式（総合・部門別）
【場所】 健康づくり支援センター
制限時刻

大会中止等の判断とそのお知らせについて
①周辺地域に関わる大雨・暴風などが予想される場合、並びに「気象警報」、「土砂災害警
戒情報」が発表された場合は、その影響を検討した上で、中止もしくはコースの変更・短縮
を判断します。
②大会前日に中止の判断をする場合は、大会当日の午前０時までに大会公式サイトで発表
いたします。なお、大会当日に中止と判断する場合は会場内、スタート後においては各エイ
ドステーション等でお知らせします。【※公式サイト http://kanna-mountain-run.com/】
③大会を中止した場合、参加賞はお渡ししますが、エントリー費の返金はいたしません。

ゼッケンについて
【ゼッケン】
①安全ピンは各自でご持参
②ゼッケンは、必ず胸など前から確認できるところに付けてください。
③受付時のお渡しとなります。
受付会場にゼッケンへの記載場所を設けます。応援の方が、記載したニックネームで応
援してくれますので、ナンバー上部の余白に氏名・ニックネームなどを記載してください。
④ナンバー下部には、チェックポイントを通過した証となる「スタンプ」を押印しますので、何
も記載しないでください。また、大会時には、チェックポイントで必ずスタンプを押印してく
ださい。

参加同意書について
同封の「参加同意書」が本大会受付と引き換えとなります。記載内容をよく確認し、必要事
項を記載のうえ、受付時に提出してください。なお、同意書の記載事項に同意いただけない場
合は、参加をお断りいたします。

最終確認書類で郵送配布するもの
【全選手】
①最終確認書 （お申込みいただいた内容を記載してあります。）
②参加同意書 （受付時に提出してください。）
③大会オフィシャルプログラム
④コースマップ
⑤各種広告
【該当選手】
⑥ご請求書
※１1 月２日（木）までのご入金をお願いいたします。なお、大会前当
日の現金でのお支払いはできません。
⑦シャトルバスチケット（お申込み者のみ。）

受付で配布するもの
①計測用チップ （黒バンド） ※ゼッケンと併せ、出走時には必ず着用してください。
②ゼッケン
③参加賞 （ネームプレート、押し花のティーマット、Ｔシャツ ※受付会場にて配布。）
④１０００かんな （大会前当日限定の地域限定チケット）
⑤神流町観光パンフレット
⑥その他 （協賛企業チラシなど）
⑦ウェルカムパーティー入場券 （宿泊者のみ）・朝食券 （宿泊者かつ対象者のみ）
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地域限定チケット「1000 かんな」について
参加者全員に大会前当日有効の地域限定チケット「1000 かんな」を受付時に配布いたし
ます。「1000 かんな」は、1000 円相当の金券です。大会当日のメイン会場にある売店や町
内の指定店舗でご利用できますので、飲食やお土産などにご利用ください。

オリジナルグッズ、大会 DVD・Blu-ray の販売について
【大会オリジナルグッズ】
大会当日のメイン会場内の売店で、大会オリジナルグッズを販売いたします。
【大会 DVD・Blu-ray】
①会場では、事前予約となりますので、申込書と現金を添えてお申し込みください。
②例年、実行委員会では手作りの大会映像を制作しており、今年も制作する予定です。
③この大会映像は、プロが作るものではありません。ただ、制作者も多くの選手を取り入れ
るよう精一杯作らせていただいておりますので、クレームについてはご遠慮ください。
≪金
額≫ 1,000 円/枚（送料込み）
≪発送時期≫ 実行委員会で制作し、翌年 1 月頃発送予定です。

荷物預かりについて
①大会前日と当日では、荷物預かり所の場所が変わりますので、ご注意ください。
②貴重品は、お預かりできません。
③荷物預かり所に大きなビニール袋を用意いたしますので、「ゼッケン番号」、「氏名」を記載
し、係の者にお預けください。
④荷物をお預かりする際、引換券を発行いたしますので、荷物受け取りのときに必ずお持ちく
ださい。
11 月 11 日（土）
荷物預かり所

【場所】 万場小学校武道館 （男女共用）
11 月 12 日（日）
荷物預かり所・更衣室
【場所】 男子：コイコイアイランド会館２階西側ホール
女子：健康づくり支援センター１階（万場診療所下）

【仮設】 中里合同庁舎（男女共用） ※ミドルクラス専用
ミドルクラスは、大会当日のみスタート地点に仮設の荷物預かり所を設営い
たします。スタートまでの防寒着など軽微な荷物のみのお預かりとなりますの
で、大きな物は荷物預かり所にお預けください。また、仮設の預かり所でお預
かりした荷物は、スタッフが男女別に荷物預かり所に運搬いたします。
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記録計時について
①ＩＣチップにより出走人数と完走人数の管理を行います。チップはバンドに内蔵されておりま
すので、出走前に必ず身に着けてください。
②ペアクラスの選手には、代表者にＩＣチップを配布いたします。
③ＩＣチップによる計測は、スタート、第 6 エイド、ゴールとなります。必ず各ゲート、通過してくだ
さい。
④使用するチップは、ゴール会場で回収いたしますので、必ず返却してください。
※紛失等の場合、実費負担となりますのでご了承ください。
⑤棄権する場合は、必ず近くのスタッフにチップを返却してください。

ミドルクラス参加選手スタート地点への移送について
受付会場からミドルクラススタート地点の中里合同庁舎まで約 10ｋｍ離れているため、選
手移送のシャトルバスをご用意いたします。レース終了後に中里合同庁舎に向かうバスはあり
ませんので、選手の方はこのバスをご利用ください。
≪バス運行時間≫ 07:00～08:10 ミドルクラス移送バス（8 時 10 分最終便）
≪バス乗車場所≫ 万場バス停

エイドステーションについて
※各エイドステーションでは、水・スポーツドリンク・コーラ・バナナ・オレンジ・チョコレート等を用意する予定です。

通過
ｸﾗｽ

ゴールまで
の 距 離

スーパー・ロング START

SS・SP・L

51.6 km

関 門
L
－

第１エイド 神流町役場前

SS・SP

37.4 km

－

第２エイド 西御荷鉾山中央登山口

SS・SP・L

29.5 km

11:00

－

－

第３エイド みかぼ森林公園

SS・SP・L

21.1 km

12:30

12:00

－

ミドルクラス START

M

26.9 km

－

第４エイド 萱ノ平

M

16.9 km

－

第５エイド 持倉集落

全クラス

10.9 km

13:30

第６エイド 安取峠

全クラス

7.6 km

ＧＯＡＬ

全クラス

0.0 km

地

点

名

※ SS=スーパーシングル SP=スーパーペア L=ロング M=ミドル

SS・SP

M

14:30 照明器具不携帯は中止勧告有

16:00
※関門時間は、エイド出発時間です。

※エイドステーションにおいてコップの用意はありません。必ずご自分でお持ちください。

関門について
①関門時間は、エイドステーションに「到着」することではなく、「出発」する時間です。
②「第 3 エイドステーションみかぼ森林公園」は、スーパークラス・ロングクラスで関門時間が
異なりますので、ご注意ください。
③「第 6 エイドステーション安取峠」は関門ではありませんが、14:30 分時点で照明器具の携
行が確認できない場合は、安全上から競技中止を勧告することがあります。
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リタイア（棄権）について
途中棄権をする場合はその旨をスタッフに申告し、ＩＣチップをスタッフに返却してください。
以後、レースに復帰することはできません。また、ゴール会場でお楽しみ抽選会を行っておりま
すので、収容車でゴール会場へ戻ったら抽選を行ってください。
【エイドステーションでのリタイア】
①エイドステーションスタッフに途中棄権する旨を申告してください。
②各エイドステーションに用意する収容車で、ゴール会場へ戻ることができます。
※安全上、収容車以外での下山は禁止いたします。
③ＩＣチップは、収容車の運転手に返却してください。
【コース上でのリタイア】
①自力で移動できる選手は、次のエイドステーションまで移動してください。自力で移
動できない場合は、近くのスタッフの指示を受け、それに従ってください。
②コース上でのリタイアは、収容に時間がかかることが予想されます。体力に自信が
持てないときは、ひとつ手前のエイドステーションでリタイアの申告をしてください。

表彰について
【表彰式】
14:00～ 【場所】 メイン会場内 健康づくり支援センター前
【表彰対象】
≪特別表彰≫
ロングクラス男女それぞれ総合優勝者 2 名をフランスのニヴォレ・リバード大会へ派遣
※フランスまでの派遣旅費を神流の実行委員会で負担
※現地での滞在費用は、ニヴォレ・リバード大会負担
※優勝者が辞退若しくはフランス招待選手の場合は、2 位以下を順次繰り上げとし
ます。
≪総合表彰≫
スーパーシングルクラス／男子総合 1 位～3 位、女子総合 1 位～3 位
スーパーペアクラス ／総合 1 位～3 位 3 組（6 人）
ロングクラス
／男子総合 1 位～3 位、女子総合 1 位～3 位
ミドルクラス
／男子総合 1 位～3 位、女子総合 1 位～3 位
※総合表彰を受賞された方には、次回大会のエントリー権を付与いたします。
≪部門表彰≫ ※総合表彰に該当する方を除きます。
スーパーシングルクラス／各年代別第 1 位～第 3 位
男子（～39 歳、40 歳～49 歳、50 歳以上）
女子（～44 歳、45 歳以上）
スーパーペアクラス／ベストペア賞 3 組（6 人）
ロングクラス／各年代別第 1 位～第 3 位
男子（～39 歳、40 歳～49 歳、50 歳以上）
女子（～44 歳、45 歳以上）
ミドルクラス／各年代別第 1 位～第 3 位
男子（～39 歳、40 歳～49 歳、50 歳以上）
女子（～44 歳、45 歳以上）
≪その他表彰≫ 飛び賞等
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完走賞と記録について
【完走賞】
完走者には、フィニッシュ後に会場で「完走タオル」をお渡しします。
【記録証・完走証】
①フィニッシュ後に記録証を発行し、記録掲示板にも掲示いたします。
②ゴールした瞬間の写真を撮影し、後日、ゴール写真入りの完走証を郵送いたします。
ゴール時には、必ずゼッケンが見えるようにしてください。
③後日、大会公式サイトに全記録を掲載いたします。
【※大会公式サイト http://kanna-mountain-run.com/】

風呂又はシャワーサービスについて
当町には、温泉施設はありませんが、会場近くの旅館及び民宿にご協力いただき、シャワー
をご利用いただけます。なお、会場内に簡易シャワー施設もご用意させていただきますので、
ご利用ください。
≪金
額≫ 200 円 （地域限定チケットも可） で利用可能です。
≪簡易ｼｬﾜｰ≫ 男女問わず
≪施設ｼｬﾜｰ≫ 今井屋旅館 男子限定
≪金
額≫ 400 円 （地域限定チケットも可） で利用可能です。
≪風
呂≫ 山楽荘 男女問わず

携帯電話の電波状況について
≪ＮＴＴdocomo≫
≪そ の 他 携 帯≫

ほぼ全域で使用可能ですが、スーパー林道沿線及び山中は使用
できない場所もあります。
街中付近は通じますが、全般的に通じない区域が多いです。

必ずご持参いただくもの
①コースマップ
②参加同意書
③ゼッケン
④ゼッケン用安全ピン
⑤ＩＣチップ
⑥JTB バスチケット
⑦ウェルカムパーティー入場券
⑧朝食券
⑨寝袋
⑩ライト・熊鈴
⑪ポイズンリムーバー
⑫健康保険証
⑬防寒・降雨対策衣類
⑭携行食・飲料 （※エイドにもご用意はさせていただきます。）
⑮その他、各自必要と思われるもの
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最終確認書と同封
受付会場にもご用意します
最終確認書と同封
受付時配布
受付時配布
最終確認書と同封（ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ利用者のみ）
受付時配布 （宿泊者のみ）
受付時配布 （宿泊者かつ対象者のみ）
簡易宿泊コースの方
虫・蜂さされ対策は各自お願いします
コース最高地点付近では雪が舞うこともございます

ｴｲﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝに紙ｺｯﾌﾟの用意はありません
ので、ﾏｲｶｯﾌﾟ・ﾎﾞﾄﾙ等ご持参ください

大会参加に関するルール
よくお読みください。
以下に記載する内容及び大会要項に記載の競技規則並びに注意事項に従わないとき、
またはこれらの注意を怠ったときには、その場で失格となったり、次回大会のエントリーをお
断りさせていただく場合があります。
【自然保護に関するルール】
本大会のコースは、森林公園に指定された区域や希少植物の生息するエリアを含んでいます。貴
重な自然環境の中で行われることを十分に認識し、以下のルールを厳守してください。
①レース中は、指定されたコースから外れることを禁止します。また、コースの角をショートカットするこ
とも、植生にダメージを与えることから禁止します。
②ごみは絶対に捨てないでください。
③レース中の用便は、各エイドステーションのトイレを利用してください。やむを得ないときは、携帯トイ
レを使用し、必ずお持ち帰りください。
【コース内の責任の所在について】
大会開催中に発生するいかなる事故も参加者本人が責任を負うものとし、道路管理者及び運営事
務局の責任を問わないものとします。

他者への配慮ついて
①コースは本大会が占有をしているものではなく、一般利用者（登山者、ハイカーなど）も利用するこ
とを理解し、その通行を妨げてはいけません。
②けが、病気などで身動きができない選手や大会関係者と遭遇した場合は、その救助を優先し、最
寄りのスタッフもしくは大会本部へ連絡してください。
③レースを支えてくれる町民の方々、ボランティアに対する感謝の気持ちを忘れないでください。
④会場やコース上にあるすべての建造物などを傷つけないよう注意してください。

コース上の案内について
①コースには、必要最低限のマーキングテープや表示看板、スタッフの配置を行います。また、危険
な場所にはロープなどを設置してあります。
②表示看板などのコース案内は、大会終了後に撤去されます。
③コースでは、車道を走る区間もありますので、常に左側通行を心掛けてください。また、安全のため
選手を一旦停止させることもありますので、スタッフの指示に従ってください。
④参加者はコースアウトしたとき速やかに復帰できるよう、必携品であるコースマップを活用してくださ
い。また、事前に詳細図をよく読み、コースを十分に把握しておいてください。

ＭＥＭＯ
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メイン会場周辺図
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アクセス
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KANNA Mountain RUN ＆ Walk
神流マウンテンラン＆ウォーク

大会前日のご案内
対 象 日：2017 年 11 月 11 日（土）
主
催：神流マウンテンラン＆ウォーク実行委員会
問 合 わせ：事務局 0274-57-2111（内線 203）

大会本部
電話：050-5317-3433
※大会前当日の緊急時のみ

トレランクリニックについて
本大会プロデューサー鏑木毅氏による初心者向けのクリニックを行います。希望される方
は、直接会場にお越しください。
15:00～

＝＝

【場所】 こいこいアイランド会館２階

これ以降は、オプションのお申込みをされた方への案内となります。

＝＝

これ以降にご案内するのは、大会前日のオプションによる事項で、事前にお申込みされ
た方のみ対象となります。
お申込みをされた方は、ご案内や注意事項を記載した本書をよくお読みくださいますよう
お願いいたします。
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シャトルバスについて
①当日の目印は 『大会フラッグ』 です。 フラッグを目印にご集合下さいませ。
②ご出発の際に、お送りしております乗車券を確認させていただきます。
必ずご持参ください。
③座席は基本、自由席ですが東京２便のみバスの号車指定となっております。
指定された号車に間違いなくご乗車ください。
④当日、ご都合によりキャンセル等をされる場合下記の連絡先まで必ずご連絡ください。
神流マウンテンラン&ウォーク実行委員会
緊急連絡先：050-5274-1778
乗り遅れのないよう時間に余裕をもってお集まり下さい。

⑤ご来町いただいてからの予定（前日は山村体験やトレランクリニック、当日は大会受付）もご
ざいます。そのため、出発時間につきましては、いかなる場合にも定刻に出発いたしますの
で、余裕を持った集合をお願いいたします。
◆神流町 ⇔ 丸ノ内鍛冶橋駐車場 間の休憩は１ヶ所 高坂ＳＡとなります。
※復路においては丸ノ内鍛冶橋駐車場周辺にてお降りいただくこともございます。
◆神流町 ⇔ 高崎駅東口イーストタワー 間の休憩はございません。
◆週末の為、道路状況により多少時間が変更になることもございます。
※復路において出発時刻の変更はできません。
【出発時間及び場所】
日

便名
東京発

１１日
高崎発
高崎発
１２日

神流発

出発時間

出発・集合場所

座席

第１便

07 時 00 分

丸ノ内鍛冶橋駐車場

発

自由席

第２便

10 時 30 分

丸ノ内鍛冶橋駐車場

発

号車指定

第１便

09 時 00 分

高崎駅東口イーストタワー前 発

自由

第２便

12 時 30 分

高崎駅東口イーストタワー前 発

自由

早朝便

03 時 00 分

高崎駅東口イーストタワー前 発

自由

16 時 15 分

本庄駅 行

自由

16 時 30 分

東京駅 行

自由

16 時 45 分

高崎駅 行

自由

全 便

※東京―神流町間の所要時間は、およそ 4 時間を見込んでいます。
高崎―神流町間の所要時間は、およそ 1 時間 30 分を見込んでいます。
本庄―神流町間の所要時間は、およそ 1 時間 30 分を見込んでいます。
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シャトルバス乗車場所

【往路】

【東京便】 丸の内鍛冶橋駐車場

【高崎便】 高崎駅東口イーストタワー前
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シャトルバス乗車場所

【復路】

【東京便】

【高崎便】 高崎駅東口イーストタワー前
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特別企画「山村体験」について
①11 時 40 分までに受付を済ませ、各体験ごとに用意した車で移動してください。
②11 時 45 分に山村体験地に向けバスが出発いたします。山村体験後の予定もございます
ので、いかなる場合でも定刻に出発いたします。
③トレランクリニックに間に合うよう 14 時 45 分までには受付会場に戻る予定です。

ウェルカムパーティーについて
①本申込で、宿泊を申込みされた方が対象となります。
②ウェルカムパーティーに参加するには、選手受付時に配布する入場券が必要となります。
③シャトルバスで移動後会場となる万場高校体育館前で、受付を済ませてからご入場くださ
い。
④酒類の提供がありますので、飲んだ方は絶対に運転をしないでください。
⑤「神流の郷土料理」を中心にお料理を提供させていただきます。食べ放題・飲み放題となっ
ておりますので、存分にお楽しみください。
17:30～

【場所】 万場高校体育館

宿泊について
①朝食や送迎などに関する事項もありますので、別紙を必ずご確認ください。
②夕食はウェルカムパーティーで召し上がっていただきます。宿泊先での料理の提供はありま
せん。
③宿泊場所は、極力神流町内の宿泊場所で調整させていただきましたが、人数及び割り振り
の都合上、町外（神流町まで 30 分～50 分程度）の宿泊施設となっている選手もおります
が、ご理解くださいますようお願いいたします。
④ボランティア民泊は宿泊施設ではありません。民泊をされる方は、町民のご厚意により受け
入れてもらっていることを決して忘れないでください。
⑤簡易宿泊コースの方は、寝袋を忘れずにご持参ください。
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