平成30年（2018年）

第20回 行橋-別府100キロウォーク 【大会概要】

この長距離歩行を通じて、いつもと違う
視点から自分自身への旅、「こころの遠
足」そして「歩禅」をお楽しみ下さい。
本大会は人との競争ではなく、自身の力
だけで、決められた規則とマナーを守り、
時間内にチェックポイントを通過しゴール
を目指すものです。最低限のサポートは致
しますが、体調管理や事故、そしてトラブ
ルも、すべて本人の責任であり、最終的に
頼れるのはご自身だけです。

●開催日時場所 １０月６日（土）
・スタート 12：00～13：30 雨天決行
正八幡宮 （行橋市神田町8-1）
36.1㎞
・第１ＣＰ 中津中央公園
61.6㎞
・第２CP 郷の駅 宇佐
・第３CP 日出町保健福祉ｾﾝﾀｰ 87.4㎞
100.7㎞
・ゴール 別府中央小学校
●制限時間 ２６時間
10月７日（日）14：00～15：30
●定員 ４５００名 （先着順ではありません）
申込多数の場合は抽選となります。

●参加費(変更）（大会当日の年令）
大人
7000円
20才未満 3500円
●申込期間
６月１日～６月１０日 18：00まで
ネット申込・ご持参は10日18：00迄
郵便は10日消印迄

●申込方法
・ネット申込、手書き申込（郵送・ご持参）のいずれかでお申込できます。
・郵送・ご持参は２名まで。３名以上の場合はネットでお申込下さい。
・一括申込はできません。親子・夫婦でもお1人1枚でお申込下さい。
・重複申込、架空申込が発覚した場合、その個人・グループは全員失格となります。
●抽選発表 ６月２0日～６月３０日 ホームページでご確認ください。
・郵便・メールでの抽選結果のお知らせは致しません。
●払込期日 ６月３０日まで （当日消印まで有効）
・払込方法はホームページに記載しています。（郵便払込です）
・払込期日を過ぎると、当選取消となります。
●二次抽選 辞退数により二次抽選を行いますが、再募集は致しません。
※二次抽選の当選通知は7/3-4にメールで、又は7/4-6にハガキをお届けします。

●寄附金（義援金）

*ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽは国際ロータリー他が進めている小児マヒ等の撲滅運動です。

・「九州北部豪雨／熊本地震／ポリオ・プラス*」 への寄附金を募集いたします。
・寄附は任意（金額も任意）ですが、参加費と同時に払込をお願い致します。

●参加辞退・大会中止・返金
・8月31日までのふるさと応援枠以外の参加辞退の場合、寄附金と送料を差引いて
参加費を返金致します。
・9月1日以降の参加辞退の場合は、参加費、寄附金の返金は行いません。
・台風等、主催者の責によらない大会中止の場合は、いずれも返金は行いません。
・大会中止等、重要なお知らせはホームページで行います。

「ふるさと応援枠」 で申し込むと、抽選なしで参加できます。
・定員200名 先着順で締切りとなります。（行橋市100名、別府市100名）
・ふるさと応援寄附額は 30,000円 です。（別途100キロ参加費は不要です。）
・ふるさと応援枠のお申込は「市」からはできません。
・ふるさと応援枠の申込期間は 7月7日迄ですが、定員に達し次第締切ります。
・払込は、当選者と同じ要領で100キロウォーク口座に払込下さい。（7月7日締切）
※ ふるさと応援枠での払込後は取消・返金はできませんのでご注意下さい。
申込資格 ： 「参加資格」「大会規約」「申込規約」に同意できる方

◆参加資格

【ご注意】 前回大会で次の方は、今
回大会に参加できません。
①１区リタイア
傷病・事故・
②救護車リタイア
緊急事態除く
③私設サポート車利用・リタイア
④無断リタイア

◆主催 （申込書送付先）

行橋-別府100キロウォーク実行委員会
〒802-0821
北九州市小倉南区横代北町2-5-28㈱新光機器内

tel 093-961-2612 fax 093-961-1170
e-mail yb18@100kｍ-walk.jp
◆共催 北九州ウォーキング協会
◆後援
小倉東ロータリークラブ 別府市 行橋市
◆協力
北九州市、団体、町内会、企業、店舗、個人

①小学４年生以上で健康に問題がない事。
②持病者・薬服用者は医師の許可を得る事。
③20才未満は保護者の同意を得る事。
④中学3年生以下は保護者が全行程を同行する事。
⑤大会規約、および、各種注意事項に同意できる方。
◆大会規約 （安全確保）
①体調異変や事故、後遺症など、全てを自己責任とします。
②信号を守ること。（歩行者信号のない交差点では車用信号を守る事。）
③15km地点以降は、横並び歩き・車道歩き、及び、車道横断を禁止します。
④夜間は、前照灯（各自必携）と後方点滅ランプ（配布）を必ず点ける事。
⑤私設サポート車を全面禁止とします。（スタートとゴールは規制はありません。）
⑥歩きスマホ禁止。（歩き電話は可ですが大声注意）
※注意 （イヤホン使用自粛。 居眠りウォーク危険注意。）
◆大会規約 （トラブル予防）
①走ること、ジョグ歩を禁止します。
②出入口、交差点、歩道では、車・自転車・一般歩行者を必ず優先する事。
③コンビニや店舗等での駐車枠内・車止めでの休憩 を禁止します。
④人の敷地内での無断立入・休憩禁止。（夜間でも、無人でも）
⑤ポイ捨て禁止。途中のごみ箱が満杯の時は次のCPまで持ち歩く事。
⑥消炎スプレー、歩きタバコ、ストック（ﾉﾙﾃﾞｨｯｸﾎﾟｰﾙ）を禁止します。
⑦夜間は、おしゃべりや携帯電話を控える事。
⑧夜、手持ちランプは前後に振らない事。眩しい後方LEDランプを禁止します。
⑨鈴など音の出る物を付けない事。
※注意 （傘の使用は、危険・迷惑の為、できる限り自粛する事。）

※ 「申込時の失格ベスト４」 ①テスト間違い ②払込期限忘れ ③抽選発表見忘れ ④一括申込

第20回 行橋～別府100キロウォーク 参加申込書 （手書用）
✦ご持参は2018年 6/10（日)18：00迄 郵便は6/10（日)消印まで✦
申込資格 ： 「参加資格」「大会規約」「申込規約」に同意できる方
【申込規約】 ◆ お申込み頂いた個人情報は、ご本人との連絡・抽選発表・ホームページおよび感想文集の記録表への掲載・傷害保険手続に利
用させて頂きます。 ◆また、本大会中の写真・映像・記事・記録（氏名・年齢・性別・記録等の個人情報）が各種情報メディア・各種印刷物に使用
される場合の掲載権と使用権は主催者に属します。 ◆本大会は国内の関連する全ての法律を遵守し、実施されるものとします。 ◆各CP・ゴー
ルに医療班を配置しますが、その治療範囲は応急処置に限られ、それ以上の責任を負いません。◆また、今後の円滑な大会運営や参加者の為
に、傷病状況や治療内容等について、個人情報に留意した上で感想文集等へ記載することをご承認ください。
● 郵送・ご持参は２名まで。３名以上の場合はネットでお申込下さい。 ● 無効な申込書 ： メール・FAX・記入もれ・乱雑な文字
● 重複申込・架空申込、および、虚偽の記載が発覚した場合は失格となり、払込後でも返金は致しません。

確認テスト
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

〇×をご記入下さい。

※全問正解が申込受付の条件です。（大会概要から出題） ※ご自分で回答する事

コース沿いの空地で、迷惑にならないように気を付けて仲間の車サポートを受けた。
歩行者用信号のない交差点で、車用の信号が赤だったが、歩行者用ではないので渡った。
15㎞過ぎからは、横並び歩行や、車道歩きの誘惑に負けず、縦列キープレフトで歩こうと思う。歩禅のつもりで。
夜中に、誰もいないと思われる会社の敷地内に入って休憩をさせてもらった。
抽選発表は6/20から。当選したら払込は6/30迄。落選したら七夕まで二次抽選を待つか、ふるさと枠か、スタッフか。
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◆ テストの間違いに後で気付いた時は、24時間以内に連絡頂ければ事務局で修正致します。再申込はできません。重複申込は失格です。
◆ 親子・夫婦で、且つチームにも入っている場合は、どちらにも〇を付け「親子夫婦責任者」と「チーム責任者」の両方にご記入下さい。
責任者
親子や夫婦でお申込の場合でも、それぞれの申込書が必要です。一括申込はできません。
親子夫婦 「親子夫婦」を○で囲み、完全同一の責任者名を記入すると、一緒に当選/落選になります。

任
意

チームの場合、それぞれの申込書に完全同一のチーム名と チーム名（10文字内）
責任者名を記入して下さい。 （同一チームでも個人毎に当
責任者名
選/落選となります。）
②ふりがな （抽選発表のパスワードとなります）
（漢字で）

チーム
①氏名

(英語名の方はアルファベットで)

④生年月日 （抽選発表のパスワードとなります）

西暦 昭和 平成

⑤住所

郵便番号 ／ 都道府県 〒（
（会社は社名、集合住宅は号数必記）

-

年

月

日

（

）

③ 性別
男 女

）都道府県

（実家・知人等の住所の場合は様方、気付を必記）

⑥感想文集 （記録・写真・感想文・川柳など記載の Ａ4ｶﾗｰ厚冊子） 参加者・スタッフは無料です
要 不要
※大型郵便物なので不在時は受け取れません。いつでも受け取れる勤務先等をご指定下さい。
（不要の方はこの欄不要）
〒（
）-（
） 勤務先・実家名・様方等ご記入をお忘れなく
上記⑤に送付
右に送付
⑦携帯番号 （不所持者は自宅電話）
必
須 ⑧本人緊急時の連絡先・続柄 （参加者本人以外）

-

-

-

-

夫婦 親子 身内 友人他

⑨勤務先/学校（学年も）（HP・文集の記録には不掲載）
⑩今までにこの大会に何回出ましたか

回

完歩回数 （時間外完歩は除く）

回

無職
⑪スタッフ回数 （歩かないでお世話専従）

回

ウォーカーボランティア回数（最後尾含む）

⑫当大会での完歩記録 （目標ではありません）

16h内

18ｈ内

20ｈ内

回

26ｈ内

初参加で他大会（70ｋ以上）経験者は大会名と記録を記入。実 大会名
績の無い方は原則として26ｈ内にして下さい。

⑬医師・看護師資格

記録

（

医師

⑭20回記念Ｔシャツ （参加者全員無料配布） サイズに〇（男性用サイズです）

看護師

）時間台

なし

（ SS S M L LL 3L 4L )

私は参加資格・大会規約・申込規約に則り、自己責任
のもと、本大会に参加することを誓います。
私は保護者として、本人が参加資格及び大会規約に
該 20歳未満 (保護者名・印)
則り、本人責任として参加することに同意します。
当
私は保護同行者として、参加資格及び大会規約に則
者 中学3年以下 (同行者名・印)
り、本人を保護、同行することを誓います。

⑮誓約書 （本人自筆・印）

任 参加コメント
意 （40字以内）
※ふるさと応援枠のご希望者は、この申込書の他に、「ふるさと応援枠申込書」が必要です。（HPから用紙を印刷できます。）
但し、抽選発表後のお申込の場合は、「ふるさと応援枠申込書」だけで結構です。

(申込書送付先) 〒802-0821 北九州市小倉南区横代北町2-5-28 ㈱新光機器内 （宛名）100キロウォーク係

印

印
印

