1. 大会内容の事前確認のお願い
本大会は七福醸造 ㈱の社員研修の一環として開催しています。
したがって、
・大会趣旨
・大会概要
・お約束事項
のご案内をさせていただいております。
内容をご確認し、同意のうえお申込みいただき ましてありがとうございました。
大会にかかわる全ての 方に 感動・感激・感謝 を感じて頂くために、大切なことが記載されてお
ります。大会ルールも記載されておりますので 今一度ご確認お願いいたします。
なお、お手元に 大会趣旨、大会概要、お約束事項のご案内がない方は インターネットでご確認
いただけます。ホームページを表示し（http://www .mikawa100km.jp ）「書面ダウンロード」をク
リックし各案内を 参加者全員でご確認ください。
インターネット環境がない方は、大会事務局までご連絡ください。郵送させて頂きます。
応援に来る可能性がある方にも 周知をお願いいたします。
歩 者の 意向 有無を 問わ ず、ポ イ ント へ応 援者の 出入 りが あった 場合は 、 歩者が 失格 になり ま す。
ポイント閉設時刻までに ポ イントを 通過できないと失格になります。秒単位で判断しますので余
裕をもって出発してください。また、歩行中であっても閉設時刻までに通過できないと 運営スタ ッ
フが判断した場合も失格となります。 （大会概要から抜粋）

＜ インターネ ットで 大会趣旨、大会概要、お約束事項 を確認する方法 ＞

2. 集合場所・受付日時／方法
集合場所
碧南市臨海公園 の受付へお越しください 。（愛知県碧南市浜町２−４）
参加人数が大変多く、 駐車場にも限りがありますので公共交通機関、又は家族・知人の方に送
迎をして 頂きますよ うご協力ください 。送迎用駐車場は ～9：30 で駐車できなくなります 。
歩者本人の帰りの運転は非常に 危険です。
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尚、駐車場ご利用における 盗難、
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碧南駅から徒歩約 10 分です。
受付日時／方法
【日付】2018 年 10 月 13 日（土）
【受付時間】午前 7 時～午前 8 時 30 分
【受付方法】
「受付番号」ごとにわかれています。 該当の列に並んで受付をしてください。
複数人で申込みされた場合は 、参加者がそろってから受付をしてください。その際は混雑軽減
のため代表者 1 人で受付を行ってください。
受付
（スタッフ申込 みされた方は 、スタート地点では
なく後日お届けする「スタ ッフ役割分担表」を
参照のうえ 、担当場所に直接お越しください）

3. 受付後の動き
受付でお渡しするもの
④荷受用紙
⑤ゼッケン番号通知書
①ゼッケン

②安全ピン

③ビブス

⑦スタート整理券

⑥防水加工済み地図
受付後の動き
1. 受付付近は混雑しますので、まず芝生広間に移動してください。

2.

⑤ゼッケン番号通知書を確認し 、
③のビブスに、①のゼッケンを、②の安全ピンを使い
各自で装着してください。
ビブスは 常に一番上に着用してください。
（ビブスは羽織や雨具の上に 着用お願いいたします）
ゼッケン番号は指定のため着け間違いにご注意ください。

③ビブス

②安全ピン
①ゼッケン
上記装 着位置 を参 考に各 自でお 願い いたし ます

3.

ゴール行きの預け荷物がある方は、 荷受窓口で配布しているビニール袋に
④の荷受用紙が 見えるよ うに 封をしてヤマト運輸様に預けてください。

4.

⑦のスタ ート整理券に記載している 開会式の時間までに
スタートテントにお集まりください。

スタートテント

受付順にスタ ート整理券をお配りします 。
指定のスタート時間帯よ り早くスタ ートはできませんが、
遅い時間帯でのスタートは可能です 。
一緒に歩かれる方がいらっしゃる場合はお互い調整しスタートしてください。
天候等でスタ ート方法が 変更になる場合が ございます。その際は 運営スタッフの指示に 従
ってください。
昨年までは計測チップ にて 計測しておりましたが 、今年はゼッケンに印刷されて いる
ＱＲコードでの計測に変更いたします 。（計測地は スタート、 93.2ｋｍポイント、 ゴール）

4. 持参物・公式 SNS・ゴール写真
持参物
【 必須 】
懐中電灯・・・日没後、懐中電灯等を点けずに歩行した場合失格となります。 これは夜道の足元
を照らすだけでなく、自動車の運転手に自分の存在を伝え交通事故に遭わないようにするため
です。
【 推奨 】
携帯電話、救急用品、常備薬、健康保険書のコピー、防寒着、雨具、コース上の飲食代金 。
ゴール後に着用 する着替え 、およ び靴やスリッパ。
（大会では救急用品の準備はしておりませんので各自で準備 をお願いいたします）

公式 SNS
大会の準備から当日の 様子などをフェイスブック公式ページでご紹介しております。歩いている
人、スタッフに応援メッセージをお願い いたします。なお、個人を特定する情報、誹謗中傷等の
書き込みは実行委員の判断でコメントなど削除させていただきます 。

三河湾チャリティー 100km 歩け歩け大会フェイスブック公式ページ
https://www.facebook.com/mikawa100km

ゴール写真
大会側でゴールの記念撮影を行っております。ゴール写真はフェイスブック公式ページにて随
時アップしていきます。ご希望の方はフェイスブック公式ページ内の「写真」をクリックし、各 自で
ダウンロードしてください。 直接 URL は https://bit.ly/2CsyfNg となります。

その他
・ すでにご案内しておりますが、 大会当日はメディア等の取材が入る場合がございます。
・ ゴール時刻は日曜日の 15 時までですが、状況をみて時間内でも片付けをさせていただ
く場合がございます。

5. ゴール後の動き
1.

ゴール行き荷物を預けた方は、まずお荷物をお受け 取りくだ さい。
ゼッケン番号との照合にてお渡しいたします。

2.

温泉が無料でご利用いただけます。
入浴時の靴の履き間違いには十分ご注意ください 。

3.

ゴール施設入館時にお渡しする「お弁当引換券」で お弁当をお受け取りいただけます 。

4.

今回は大変多くの方が参加されます 。ゴール施設も混雑しますので準備ができ次第、速や
かにご帰宅お願いいたします。
日曜日の朝よ り「スタ ート地点行き」「蒲郡駅経由豊橋駅行き」の無料シャトルバスがご利用
いただけます。遅い時間帯は 大変込み合います。混雑し乗車できない場合はお手数です
がご自身でタクシー等を お手配願います。
お迎え の車は無料駐車場の寺部海水浴場（愛知県西尾市寺部町下宇頭 73-4）に駐車し
待機していただき、歩者の乗車時のみ ゴール地点へ車を乗り入れてください。
寺部海水浴場からゴールまでは徒歩約 5 分です。路上駐車は絶対におやめください。

5.

完歩証は大会終了後、別途郵送させていただきます。準備ができ次第お届けいたしますの
で、1 ヶ月ほどお待ちください。

6.

感動 感激 感謝 したことを教えてください

本大会は 「いかに多くの 感動・感激・感謝を 味わうことができるか」を大切にしています。
歩く方も、スタ ッフの方もこの大会を通じ「感動・感激・感謝」したことを教えてください 。
そして来年申し込みを迷われている方 へ、エールやメッセージをお願いいたします。
感想文は、100km 公式ホームページや案内物等でご紹介させていただく場合がございます。
【応募期間】 2018 年 10 月 14 日～2018 年 11 月 30 日
【応募方法】書式は自由ですが、ゼッケン番号、お名前（ペンネーム）を 明記のうえ 、大会事務局
までお送りください 。インタ ーネットでも受付しております。ホームページ内の「感想
文投稿」よ りお願いいたします。

大会事務局
〒444-1213

愛知県安城市東端町南用地 57 七福醸造株式会社内
三河湾チャリティー 100km 歩け歩け大会事務局
TEL：0566-73-2277 受付時間平日 午前 10 時～午後 5 時
FAX：0566-92-6210 担当：太田、清水
URL ：https://www.mikawa100km.jp/
MAIL ：info@mikawa100km.jp

ご注意：大会当日にお配りする「防水加工済み地図」が決定コースとなります

