
6 時間走
＆

Fun Run2 時間走

coedo kawagoe

第　4　回

2015 年 12 月 6 日（日曜日）開催　
場所：川越水上公園

主催



●　開 催 日：2015年 12月 6日（日）雨天決行
●　会     場：川越水上公園　埼玉県川越市大字池辺 880　http://www.parks.or.jp/kawagoesuijo/
●　主     催：小江戸 6時間走実行委員会
●　後     援：川越市（申請中）、川越市教育委員会（申請中）
●　種     目：（１）6時間走： (a) ソロ (18 歳以上 )　女子の部、男子の部
          (b) リレー (1 チーム 2名～ 6名 )
　　　　　　  （２）Fun Run 2 時間走： (c) ソロ (18 歳以上 )　女子の部、男子の部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (d) 親子走 ( 小学生 +保護者 )( リレー方式・小学生は複数も可 )
●　コ ー ス：川越水上公園内特設コース
　　　　　　★ 公園を散策する人たちが優先です。
　　　　　　★ 1 周 2.9kmの特設コースを、親子走の小学生はサクラコース (1,330ｍ) を周回します。
　　　　　　★ 周回カウントは周回ごと計測機をタッチしてください。
　　　　　　★ コースには縁石との段差が数か所と、車道を１か所横断します。十分に気を付けてください。
　　　　　　★ 林間コースでは遊歩道内を走行し、無理な追い越しは避け、周りの植生を傷つけないようにしてください。
　　　　　　★ 6 時間走リレーチームも林間コースを通ります。コースを外れての追い越しは禁止です。
●　受     付：川越水上公園内発券所前　①6時間走：7:30 ～ 8:30　②2時間走：8:30 ～ 9:30
●　アクセス：路線バス：西武バス（運賃 180円 IC 運賃 175円）
　　　　　　  川越 35川越 36（かすみ野行）にお乗りください。本川越駅発着は本数が少ないのでご注意ください。
　★行き

　[電車 ]　ＪＲ川越線西川越駅より徒歩１５分

　[車 ]　国道 16号脇田新町交差点を秩父日高方面へ 3km
●　駐車場：水上公園内 100台に限り駐車可（事前申込）希望者は申込時に駐車場代を 500円込みでお支払いください。
●　荷 物 預 り：更衣室内コインロッカー使用（100円 /1 回）
●　開 会 式：（１）6時間走：8:45 ～　（２）2時間走：9:45 ～　場所：大会本部前（発券所前）
●　スタート：（１）6時間走：9:00　　 （２）2時間走：10:00  　場所：大会本部前（発券所前）
●　ゴ ー ル：（１）6時間走：15:00　  （２）2時間走：12:00　  場所：大会本部前（発券所前）
　　　　　　　★ 6 時間走は 14:45、2時間走は 11:40 以降は新しい周回に入れません。
　　　　　　　★ 制限時間前に競技を終了される方は、本部にその旨を伝え記録証をお受け取りください。
●　エ イ ド：1ヶ所（発券所前）
　　　　　　　★マイカップに名前を記入し給水場の机の上に置いてください
●　持ち物　：マイカップ、マイおわん、マイ箸、マイスプーン（プチ給食に使用します。ごみ削減にご協力ください）
　　　　　　　不用（未使用）の Tシャツ（活動支援先 “ARTS for HOPE” にお渡しします）
●　表 彰 式 並びに表彰：（１）6時間走：15:30 ～　(a) ソロ　男女別各 1～ 6位　(b) リレー　1～ 3位
　　　　　　　　　　　　（２）2時間走：12:30 ～　(c) ソロ　男女別各 1～ 3位
●　参 加 費：種目（１）6時間走 (a) ソロ 4,500 円 (b) リレー 3,000 円 / ひとり (1 チーム 2名～ 6名 )
　　　　　　　　　（２）Fun Run 2 時間走 (ｃ) ソロ 3,000 円

電車（JR川越線） 川越発　　⇒ ⇒　西川越着 高麗川発　　⇒ ⇒　西川越着
7時 07　27　47　 10　30　50 00　16　36 18　37　56
8時 05　26　46　 08　29　49 05　22　41 19　38　58
9時 09　42　 13　45 02　24　 19　33

西武新宿線本川越駅②番乗り場発 6:52      ― 8：12 8：43       ―
ＪＲ・東武東上線川越駅西口③番乗り場発 6：56 7：28始発 8：16 8：48 9：47始発
川越水上公園入口着下車（徒歩 3分） 7：05 7：37 8：25 8：57 9：56

第4回 coedo kawagoe 6 時間走 ＆ Fun Run 2 時間走



川越水上公園入口発 12：06 13：36 14：11 14：59 15：49 16：43 17：24
野田町発 12：14 13：44 14：19 15：07 15：57 16：51 17：32
ＪＲ・東武東上線川越駅西口 12：19 13：49 14：24止 15：12 16：02 16：56止 17：37
西武新宿線本川越駅 12：23 13：53 　　― 15：16 16：06 　　― 17：41

電車（JR西川越駅発） 川越行 高麗川行
12時～ 16時 13　43 07　37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ｄ) 親子（小学生 +保護者）二人で 4,000 円 ( 小学生 1名増毎に 1,000 円増 )
　　　　　　　★いずれも参加賞、マラソン保険、被災地支援金（run by 10）込み
●　参 加 賞：大会オリジナルグッズ、入浴優待券 (大会当日のみ有効 )、スピードラーニング試聴用CD
●　募集定員（先着順 /振込日順）：（１）(a) ソロ 200名　(b)50 チーム　（２）(c) ソロ 100名　(d) 親子走 50組
●　記 録 証：当日発行（自動計測）します
●　記 録 集：希望者に有料（200円）にて後日発送します。（小江戸大江戸トレニックワールドのHPにも掲載します）
●　レース中催し物：①24時間走世界選手権日本代表選手（大島康寿・青谷瑞紀）によるクリニック
　　　　　　　　　  ②HOKAシューズ試履き会
●　ゴール後アクセス：
　　　　★帰り：路線バス（西武バス）

　　　　電車

●　ゴール後の入浴施設：
　　　　★ 参加賞の入浴割引券で利用できる入浴施設（12月 6日限り）
　　　　　①小さな旅・川越温泉　川越市上野田町 41-7　049-249-4126（土日祝料金 900円→650円）つり銭のないように。
　　　　　　※川越水上公園入口から路線バス【野田町】下車すぐ。
　　　　　　※車での利用者へ：駐車場が混んでいる場合は第 2駐車場をご利用ください。
　　　　　②川越・湯遊ランド　川越市新富町 1-9-1　049-226-2641（760円 /3 時間小タオル付⇒優待内容：バスタ
　　　　　　オルも付きます。）　本川越駅から徒歩 3分
　　　　★ その他の入浴施設（参加賞の入浴券は使用できません。）
　　　　　①はつかり温泉　川越市渋井 26－1（R254バイパス）　049-230-4126（770円）
　　　　　②なぐわし公園「PIKOA」 川越市鯨井 1216　049-239-0315（240円、市内居住者 200円）

◎ 参加費内被災地支援金（run by 10）について
　　NPO法人小江戸大江戸トレニックワールドは「災害地支援」を活動目的の一つとしております。
　　大会・練習会で走った距離 km×10円を支援金としてお預かりし、被災地を支援しているボランティア団体の活動支
　　援金として寄付させていただいています。

◎ 「ARTS for HOPE」 について
　　ARTS for HOPE は、震災で心に大きな負担を抱えた子どもたちを対象に、「アート」や「ものづくり」を通した
　　心穏やかな時間と温かなコミュニケーションスペースをお届けしたいと、震災直後の２０１１年３月２０日に設立
　　されました。長年にわたり取り組んできたホスピタルアートや子どもの情操教育プログラムの実績を活かし、
　　アーティストのほか、医療・教育・美術・青少年育成など各分野の関係者と強力な連携を取りながら、アートで
　　被災地の復興をサポートすることを目的に、長期にわたり活動を続けていきます。
　　　　本 部：〒101-0021　東京都千代田区外神田 6-16-5-501　TEL：03-6240-1525　FAX：03-6240-1528
　　　　代 表：高橋 雅子 HP：http://artsforhope.info/index.html　E-mail：artsforhope@gmail.com

大会事務局：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド内　小江戸川越 6時間走実行委員会
〒350-2202　埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷 4-152　TEL：080-3255-8251　FAX：049-286-3184
HP：http://www.trainic-world.com　Facebook：https://www.facebook.com/trainicworld

E-mail　trainicworld@yahoo.co.jp



第4回 coedo kawagoe 6 時間走 ＆ Fun Run 2 時間走　参加申込書

必要事項を記入の上、大会事務局まで
ファックスまたは、PDF 添付でメール願います。
※メールの件名は、「第 4 回小江戸 6 時間走 参加申込」としてください。 trainicworld@yahoo.co.jp

1　参加者は大会を円滑かつ安全に開催するために、主催者の定める諸注意事項、交通規制などを順守するものとする。
2　主催者は、傷病や紛失、その他事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
3　主催者はマラソン保険に加入します。大会開催中の事故、傷病などへの補償はこの保険の範囲内となります。心疾患等には適用されま
　  せんので、自己の責任において充分な健康管理のうえ大会に参加してください。
4　自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。
5　年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場 (不正出走 )は認めません。その場合出場が取り消されます。また、大会終了後に判明
　  した場合は記録が取り消される事があります。
6　地震・風水害・降雪・事件・事故などによる中止の場合の参加料返金の有無、金額、通知方法等についてはその都度主催者が判断し決
　  定します。
7　上記 4、5、または過剰入金、重複入金の返金はいたしません。
8　大会出場中の映像、写真、記事、記録、申込者の氏名・年齢・住所などのテレビ・新聞・雑誌・インターネットなどへの掲載権と肖像
　  権は主催者側に属します。
9　個人情報の取り扱いについて
　  主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法令及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個
　  人情報を取り扱います。
　  ( ア ) 大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会案内、記録発表 (ランキングなど )に
　  利用いたします。
　  ( イ ) 主催者もしくは委託先から申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。
10　主催者は、上記申込規約の他、本大会規約に則して開催します。
11　被災地支援金は当法人の定款第 5 条 3の非営利活動「被災地支援事業」に使用いたします。
■　私は参加申し込みに当たり、上記 1~11 に同意します。

FAX:049-286-3184

20　　年　　月　　日　　　　  氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　保護者署名

氏　名 型 年　　月　　日 (　　　　　　歳 )

男
女

フリガナ

フリガナ　(リレーの場合は代表者、親子走の場合は保護者をお書きください ) 血液型 生年月日 大会当日年齢

住　所　〒

本人連絡先  携帯電話 

緊急連絡先  所　属

メールアドレス 

リレー・親子走チーム名  リレー氏名 年　　月　　日　　歳　男・女

リレー氏名 年　　月　　日　　歳　男・女 リレー氏名 年　　月　　日　　歳　男・女

リレー氏名 年　　月　　日　　歳　男・女 リレー氏名 年　　月　　日　　歳　男・女

1　6 時間走 : □　ソロ (18 歳以上 ) 4,500 円
 □　リレー (1 チーム 2~6 名 ) 一人 3,000 円　　　　　　　　人分　　　　　　　　円
2　Fun Run(2 時間走 ): □　ソロ (18 歳以上）3,000 円
 □　親子 ( 小学生 +保護者 ) 二人で 4,000 円 ( 小学生 1 名増毎に 1,000 円増 )
3　その他 : □　駐車場利用 500 円　　□ 記録集 200 円

※小学生の氏名・生年月日・年齢・性別は、リレー氏名の欄にお書きください。　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　円


