
(3)関東・ 北陸・ 長野・ 中部ブロック 申込締切日

駐茨城エリア]8/15(責 )

ξ千葉エリア1 8/10(本 )

護東京工 l」 ア】 8■ 5(火 )

【富thエ リア】 7/31(金 )

[福丼工 Lジ ア〕 8庫 0(本 )

【静岡エリア】 8/16(央 )

17:30ま
‐
で

17:30ま で
,7:30ま で
1730ま で
17:30ま で
1730故 で

モ栃本エリア】 7/31(金)17:30ま で
【埼玉エリア】 8/15(火 )17:30ま で
【神奈り|1エ リア磯 8/15(大 )1730まで
【石り11■ リア〕 8/10(本 )17:30ま で
【長野エリア預 3/31(本 )17奪○まで
【愛知エリア曇 7/31(金 )17:30ま で

【ご注意】※1枚につき1区間のみのエントリーとなります。別紙 (※ 1)を ご確認のうえ、記入漏れの無いようご注意<ださい。
※チーム単位 (3名以上)、 複数区間参加の場合は別途申込み用紙に記入しお申込み<ださい。

区分 □新規申込み □人数追力□申込み (既に支払済みの申込みがある場合)

チーム名

【記入例】チーム○○病院、チーム函館など ※追力0申込の場合、既に申請済みのチーム名と表記を合わせてください

参加エリア
市摯■ ,ア に′を入れてくた

さい

□茨城 □栃木 □千葉 □埼玉 □東京 □神奈川

□富山 □石川 □福丼 □長野 □静岡 □愛知

参加日程・ 区間番号
※1枚 につ_‐ 1区間の
申込みとなりま |

※別組のメ間番号をご確認いたださ、
ご希望番号を1つ 記入ください

チーム全体の走行距
離 (目 安)

丼いすれか 1'■ ′
=入れにくl_さ |ヽ

□5km以下      □10km     □20km     □30km以上

代表者氏名 (フ リガす )

性別
※いずれかにOを してください 男 女

代表者氏名 (漢字)

生年月日 (西暦)     年 月 日 年齢 歳

電話番号 FAX番号

Eメ ールアドレス @
PCや スマートフォンのアドレスをご記入くたさい 1棋 帯フトレス不可)※事前に参力B案内lJを添 l● ファイル Cぶ付 tノ ます。

代表者住所

一Ｔ

※ Tシ ャツの送 付先 こ7tり ま 0

チーム人数・ 参DO費 人数 参力0費 (1人 ) 人数 × 参加費 (1人 ) OV+X+Y)参加費合計

ランナー (高校生以上) 人 (月 ×2500円 円 (Ⅷ

円ランナー (中学生以下) 人 (Bl 刈 5∞円 円 (X)

特別枠 (適応条件あ り) 人(0 ×1000F9 円 (M

チーム人数合計 lAIBICl 人 (Dl 備 考

※詳.Fみ:反間●表
「

需奎i添 ,たい場合ハl tllり ます 予めご了承ください

※丁シャツ希望枚数の合計は、チーム人数と一致 せてください (Dこ T)

M  I  L  I  O  l 合計 (a+b+c+d+e+f)

枚 (d) 枚 (el 枚(D

参加費の領収書

発行について

希望する 希望 しない

□ □

※チェックを入れ■ください

宛 名

領収書備者 弓U紙 (※ 1)の大会申込みに関する規約にごla■ 意<ださい

□ 同意する

■お支払方法を選択してください (し ずヽれか必ず1つチェックしてください)

ロ セプンイレプン ロフアミリーマート ロ ローソン

ロセイコーマート ロ クレジットカード (ご利用可能なクレジットカード:VISA、 MASttER、 」CB、 OMC、 DlNERS、 AMEX)

※参加費のほかB」途スポーツエントリー利用料が必要です。参131費4000円 まで30Э円、4001円 以上は参加費の7%が利用料となります。

■クレジットカードご利用の場合 (ご利用の場合のみカード番号および有効期限をご記入ください)

カード番号

■お支払に関するご連絡先 (必ずご記入<ださい。)

※優先 してメ ールア ドL′ スヘお送 りしますが、送信エラーが生 じた場合はFAXに て送 l■ します。

Em函l                @

FAX

有効期限:    年   月



開催日程
※ブロックナンバーと開催日程・区間をご確認のうえ、お申込ください。

※RUN伴2017大会規約をよくお読み<ださい。

■R∪N伴2017(1)Jヒ海道ブロック
(2017年05月 10日～ 2017年 6月 16日 までの申し込み)

■RUN伴2017(2)東 北、新潟ブロック
(2017年5月 25日～2017年8月 10日 までの申し込み)

■RUN伴2017(3)関 東、北陸、長野、中部ブロック
(2017年6月 1日～2017年 8月 31日 までの申し込み)

■R∪ N伴2017(4)関 西イース ト、関西ウエス トブロック
(2017年 7月 3日～2017年 8月31日 までの申し込み)

■R∪ N伴2017(5)中 国、四国ブロック
(2017年 7月 10日 ～2017年 9月 29日 までの申し込み)

■R∪N伴2017(6)九 州1、 沖縄プロック
(2017年8月21日～2017年 10月 20日 までの申し込み)

〈お支払いに関する 事項〉

。お支払いに関する連絡先欄にてFAX、 E―maル ずヽれもご記入いただいた場合、E―manア ドレスヘ優先して案内いたします。
(送信エラー時はFAXいたします)

。お振込用紙の送付はありません。

・メールアドレスは、プロック体で丁寧に分かりやす<ご記入ください。

・entry@spOrtsentry neipからのメールを受信可能な設定をお願いいたします。

・ お支払いに関するご連絡先 (FAX番号またはE―manア ドレス)の記入がない場合、及び送付内容に不備がある場合は、お申込が無効になります。

・2営業日以内 (土 日祝日は翌営業日)にスポーツエントリーよりお支払い案内を送付いたしますので、ご確認の上、ご入金をお願いいたします。
万が一届かなしヽ場合は、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせ<ださい。

・お支払い案内に記載されている支払い期限内にご入金がない場合、該当のお申込は自動的にキャンセルとなります。

・ご連絡先の。3入誤り及び不明瞭またはお客様の受信設定等によるお支払い案内の未着に関し、弊社では一切の責任を負いません。

【FAX申込に関する間い合わせ先】
スポーツエントリーカスタマーサポートセンター
TEL:0570-550-846(平 日10時～17時30分)※ガイダンスの後に「2」 を選択
GP電話、ケープルテレビ専用電話等及び海外からのお電話はつながりません)

R∪N伴2017
【R∪N伴2017規約】
(イ ベントの趣旨)

1.RUN伴 は、認知症になつても安心して暮らせるまちづ<り を目指して、みなさんでタスキをつなぎ走る (あるいは歩<)イ ベントであり、タイムを競うものではありません。
イベントの趣旨をご理解いただき、安全第一でご参加<ださい。

(チーム参加)

2.ラ ンナー3名以上でチームを作り、代表者の方がお申し込みください。
3.各チームが担当する区間は、参加希望日程と走行可能な8E離などをご登録いただいた後、各日程の中で調整し、後日決定いたします。ご希望が重なつた場合など、
こ希望に添えない場合や希望する距離よりも担当区間が短くなる場合もあります。あらかじめご了承ください。
4.担当する区間をどのように走るかは、チーム内で決めていただいて結構です。1人ずつ順番に走っても、全員一緒に走ってもかまいません。
5.認知症の当事者や家族もご参加いただけます。 認知症当事者が走られる場合、チーム内で伴走者の確保をお願いします。
6.走 り始める地点までの移動や、走り終わつた後の移動は、車や交通機関などを利用するなど、ご自身 (チーム内)で確保をお願いします。

(参加費)

7.参加費は、以下のとおりです。ランナー :高校生以上25∞円/人、中学生以下1500円 /人、特Я」枠 (適応条件有り):1000円 /人
8.申込後の参加料返金は一切行いません。

(緊急時の対応、健康管理等)

9.地震、風水害、事件、事故等による中止については、その都度主催者が判断、決定し、ホームページ等にて告知いたします。
10.イベント中の事故については主催者で初期対応は行いますが、それ以外の責任は一切負いません。なお、主催者で参加者全員のイベント向け保険に加入しますが、
事故等につきましては、その保険の適用範囲のみとさせて頂きますのでご了承下さい。
11.服装につしヽてはオリジナルTシ ャツの着用をお願いいたします。オリジナルTシ ャツの着用が保険加入および写真撮影等の同意の証になります。
12.参加者は各自、イベントに向け体調を整え、自己責任において健康状態を確認しておいて下さい。もし、当日体調が悪い場合には、無理をせず棄権を申し出てください。
予定していたランナーが走れない場合は、事務局スタッフが代走します。
13.体調不良などで参方Eできなくなった場合は、速やかに主催者へご連絡ください。タスキをつなぐという企画の性質上、無断欠席はご遠慮願います。
14.著 しく気温が高くなり、熱中症の危険性が高まることが予想される場合には、主催者からランニングの中断のお願いをする場合があります。
15.当 日は健康保険証を携行して下さい。
16.貴重品等の管理は各自の責任とし、主催者側は一切責任を負いません。
17.参加者は、ランナーの方も含めて携帯電話をご持参、携帯をお願いします。コース上で トラブルが発生した場合などの事務局への緊急連絡手段になります。

(走行上のルール)

18.本イベントでは、原則歩道を通行します。他の歩行者等の通行の妨げにならないよう十分注意し、横断歩道を渡る場合は信号を守るなど、
一般の交通ルールを遵守してください。
19.ランサーを応援する場合も、周囲の方や一般の車両の迷惑とならないように、マナーを守つてください。車道にはみ出たり、自動車でランナーと併走するのは、危険ですので、
絶対におやめください。
20.車いすで参加される場合は、スピードは出さず、脱落や転倒に注意し、安全第一で移動をお願いします。

(写真等の使用)

21.参加者はイベント中に撮影された写真が、大会バンフレットなどの印昴」物や大会公式ホームページ、フェイスプック等に使用されることを事前に承知し、肖像権については
主催者に一任しなればなりません。
また、参加者名簿のパンフレット、新聞等への掲載も同様に主催者に一任することになります。



RUN伴2017(3)
※フロックナンバーと開催日程

関東 。北陸・ 長野・ 中部プロック 開催日程・ 区間番号
・ 区間をご確認のうえ、申込用紙にご希望の区間の番号をご記入いただき、お申込<ださい。

※RUN伴2017大会規約をよ<お読みください。

【栃木エリア】

区間番号  開催日程

[1]  9月 23日 (土)那須塩原～矢板～宇都宮

[2]  9月 23日 (土)高根沢～宇都宮

[3]  9月 23日 (上)さ くら～宇都宮

[4]  9月 23日 (土)日光～宇都宮

[5]  9月 23日 (土)鹿沼～宇都宮

[61  9月 23日 (土)上三川～宇都宮

[7]  9月 23日 (土)男F須烏山～宇都宮

[8]  9月 23日 (土)4ヽ山～下野～宇都富

[9]  9月 23日 (土)足利～佐野～宇都宮

[101  9月 23日 (土)栃木～壬生～宇都宮

[111  9月 23日 (土)宇都宮市内

【茨城エリア】

区間番号  開催日程

[11   9月 16日 (土 )

[21   9月 16日 (土 )

[3]  9月 16日 (土 )

[4]  9月 16日 (土 )

[5]  9月 16日 (■ )

[6]  9月 16日 (土 )

[7]  9月 16日 (土 )

[8]  9月 16日 (土 )

【千葉エ リア】

区間番号   開催 日程

[11   9月 10日 (日 )

[2]  9月 10日 (日 )

[3]  9月 10日 (日 )

[41   9月 10日 (日 )

[5]  9月 10日 (日 )

[6]  9月 10日 (日 )

[71   9月 10日 (日 )

[8]  9月 10日 (日 )

[9]  9月 10日 (日 )

[10] 9月 10日 (日 )

[11] 9月 10日 (E3)

[12] 9月 10日 (日 )

[2]

[3]

[4]

日立‐東海村―ひたちなか

大子―常陸大宮場「珂―城里

県央水戸 (県庁」
｀
一ル)ルート

県央石岡～土浦ルート

県西古河～下ヨ レート

鹿行鹿嶋～大カ レー ト

県南取手～牛久ルー ト

県南つく{ルレート

船橋市内

北柏橋周辺

千葉市中央公園～幕張新都心周辺

松戸 (21世紀の森と広場)周辺

我孫子 (手賀沼公園)周辺

浦安 (総合公園)周辺

習志野市内

市原～五丼～市原上総更級公園

佐倉 (ふれあい広場)周辺

四街道 (市役所)周辺

八衛 (八街駅)周辺

旭 (道の駅季楽里あさひ)周辺

【埼玉エリア】

区問番号  開催日程

[1]  9月 24日 (日 )所沢～朝霞～さいたま市

E21  9月 24日 (日 )三郷～草加～さいたま市

[31  9月 24日 (日 )久喜～上尾～さいたま市

[4] 9月 24日 (日 )蕨～川口～さいたま市

【東京エリア】

区間番号  開催日程

[1]  9月 16日 (上)西多摩・南多摩 (稲城市、多摩市、日野市

瑞穂町、福生市、羽村市、青梅市、日の出町、あきる野市

奥勿摩町、檜原町)

9月 16日 (土)23区南部 (台東区、文京区、品川区、大田区)

9月 17日 (日 )23区 Jヒ部 (北区、豊島区、練馬区、板橋区)

9月 23日 (土)北多摩 (狛江市、調布市、三鷹市、府中市、

武蔵野市、小金丼市、国分寺市、国立市、西東京市、小平市、

立川市、昭島市、東久留米市、東村山市、東大和市、

武蔵村山市、清瀬市)

9月 24日 (日 )23区東部 (足立区、葛飾区、荒川区、墨田区、

江戸川区、江東区)

9月 24日 (日 )南多摩 (町田市、八王子市)

9月 16日 (土)区西部 (中野区、新宿区、渋谷区、杉並区、

日黒区、世田谷区)

[5]

[6]

[7]

【神奈川エ リア】

区間番号   開催 日程

[1]  9月 16日 (土 )

[21   9月 17日 (日 )

[31   9月 17日 (日 )

[41   9月 17日 (日 )

[51   9月 17日 (日 )

[6]  9月 17日 (日 )

[7]  9月 17日 (日 )

[8]  9月 18日 (月 )

[91   9月 18日 (月 )

[101  9月 18日 (月 )

[111  9月 18日 (月 )

【富 山エ リア】

区間番号   開催 日程

[1]  9月 1日 (金 )

[2]  9月 2日 (土 )

[3]  9月 2日 (土 )

[4]  9月 2日 (土 )

[5]  9月 2日 (土 )

[61   9月 2日 (上 )

南砺市

新川～高岡

富山市～高岡

射水市～高岡

氷見市～高岡

砺波市～高岡

【石川エリア】

区間番号  開催日程

[1]  9月 9日 (土)珠州～白山

[2]  9月 9日 (■)金沢～白山

[3] 9月 9日 (土)加賀～白山

【福丼エリア】

区間番号  開催日程

[1] 9月 23日 (土)あわら、坂井、福井、大野、勝山、

越前、越前、南越前

[2]  9月 24日 (日 )敦賀、美浜、若狭、小浜、おおい、

【長野エリア】

区間番号  開催日程

[11  10月 7日 (土)北信～東信

[2]  10月 8日 (日 )中信～諏訪

[3]  10月 9日 (月 )箕輪～飯田

【静岡エリア】

区間番号  開催日程

[1]  9月 22日 (金)御殿場～焼津

[2]  9月 23日 (土)焼津～浜松

【愛知エリア】

区間番号  開催日程

[11  9月 23日 (土)名古屋地区

[2]  9月 30日 (土)東三河地区

湯河原～真鶴町～箱根町～小田原

川崎～横浜

三浦～横須賀～葉山～逗子～鎌倉

相模原～愛川～清川村～厚木～海老名

山北～松田～秦野～伊勢原～厚木～海老名

南足柄～開成町～大井町～中井町～平塚～茅ヶ崎

小日原～二宮町～大磯町～平塚～茅ヶ崎

横浜市内 (コ ール泉区)

鎌倉～横浜 (ゴーリレ泉区)

海老名～綾瀬～座間～大和～横浜 (コ ール泉区)

茅ヶ崎～寒川町～藤沢～横浜 (ゴール泉区2ルートあり)

永平寺、鯖江、池田、

高浜


