
開催日:2022年11月20日（日）

第１回見沼チャレンジ 60



大 会 案 内
●　大 会 名：第１回見沼チャレンジ 60
●　開 催 日：2022 年 11 月 20 日 ( 日 )　雨天決行
●　会　  場：スタート : 館林駅西口広場（東武伊勢崎線、佐野線、小泉線）
 　　　ゴール：見沼通船堀公園（埼玉県さいたま市緑区大字大間木 1506）
●　主　  催：
●　種　  目：チャレンジ 60　距離 63 km
●　受　  付：7:30～8:10　誓約書と引き換えにゼッケンをお渡しします。
●　開会式   ：8:15
●　スタート：8 : 30
●　ゴール：17 : 30（制限時間 9時間 00 分）
●　コース：  館林駅～利根大堰～見沼代用水取水口～武州荒木～鴻巣～加須～蓮田～七里～見沼通船堀公園
　　　　　　見沼代用水沿いの「緑のヘルシーロード」とその周辺
●　エイドおよび関門：
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スタート：館林駅西口
1. 元圦公園（もといりこうえん）
2. 山王橋公園（さんのうばしこうえん）
3. 柴山伏越（しばやまふせこし）★
4. 有無公園（ありなしこうえん）
5. 見沼自然公園（みぬましぜんこうえん）★
ゴール：見沼通船堀公園（みぬまつうせんぼりこうえん）★
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注 1：途中のコース誘導はありません。
注２： エイドではドリンクを中心に提供いたします。マイカップを必ず携帯してください。
★：計測ポイント
●　参加条件： ①18 歳以上の健康な男女
　　　　　　　②フルマラソン以上を完走していること
　　　　　　　③地図を見て走行できること
　　　　　　　④交通ルールを守れること
　　　　　　　⑤ゴミ捨て厳禁を守れること
●　参  加  賞：地元のお菓子
●　表  　  彰：ありません。    
●　完  走  証：当日発行（当日中にお受け取りください。）
●　記  録  集：記録集はホームページに掲載します。
●　必  携  品：マイカップ、マスク、ヘッドライト、反射板、背面点滅灯、小銭、携帯食、飲料、コースマップ、携帯電話、
　　　　　　　予備電池（ライト、携帯）、健康保険証
 　　　※マイカップは、必ず持参してください。マイカップとしてのペットボトルの使用は禁止します。
 　　　※ライトはヘッドライトを必須とします。ハンドライトのみでは参加できません。
 　　　※ストックの使用は禁止とします。
●　推奨装備品：雨具、防寒具、帽子、手袋等
●　荷物預かり：スタート地点でお預かりしてゴールへ搬送します。（貴重品はお預かり対象外）
　　　　　　　　荷札を付けてお預けください。
●　リタイア：(1) リタイアする場合、エイドスタッフ又は大会本部（090-5122-2019）に連絡してください。
　　　　　　　(2) 自力でゴール地点の見沼通船堀公園へ移動してください。
　　　　　　　(3) リタイアされた方の収容車は用意していません。
　　　　　　　(4) 選手の安全上、スイーパー、スタッフ等の判断でレースを中断、中止させる場合があります。指示に従ってください。
　　　　　　　リタイア時の主な公共交通機関
　　　　　　　◆秩父鉄道 武州荒木駅（14.9km 地点から徒歩 10 分）
　　　　　　　◆ニューシャトル 羽貫駅（38.0km 地点から徒歩 25 分）
　　　　　　　◆東北本線 蓮田駅（43.3km 地点から徒歩 10 分）
　　　　　　　◆東武野田線 七里駅（50.0km 地点から徒歩 10 分）
　　　　　　　◆国際興業バス 締切橋バス停（見沼自然公園エイドから徒歩 5分）浦和駅東口 16:27 大宮駅東口 16:12 16:28 16:41 16:56 17:12
●　アクセス：スタート：館林駅西口広場（東武伊勢崎線、佐野線、小泉線）東武スカイツリー線浅草駅より特急 1時間 3分、普通 1時間 30 分
　　　　　　　　ゴール：見沼通船堀公園 東浦和駅（JR 武蔵野線） 徒歩 5分

注 意 事 項
1. ナンバーカード：1枚（大会受付時配付）必ず前面に着用してください。
2. 計測 ：スタッフが計測シールを機材で読み込んで計測します。
　　　　レース中落とさないように気をつけてください。レース終了後回収します。（紛失費 200 円）



3. コース誘導：本大会コース上には誘導員はいません。コースアウトしないようにコース地図･GPS 機器で現在地を確認しながら走行してください。
　　　　　　　　コースアウトした場合はコースを外れた地点まで戻ってリスタートしてください。ショートカットが判明した場合は失格とします。
4. コース走行：安全のため緑のヘルシーロードを走行してください。ただし、対岸を走っても問題ありません。
　　　　　　　　エイドの手前では注意して通りすぎないようにしてください。
　　　　　　　　コース上に工事区間があります。通行止めの区間は対岸を走行してください。
　　　　　　　　通行可能な場合でも十分に注意して走行してください。
5. 大会マナー：(1) ゴミのポイ捨ては厳禁です。必ず持ち帰りましょう。
　　　　　　　   (2) トイレは必ず公衆トイレを使用してください。
　　　　　　　   (3) マナーを守って大会の継続開催にご協力をお願いします。守れない人は次回からの大会参加をお断りします。
6. 交通ルールの厳守： 道路交通法を遵守してください。
　　　　　　　  ① 信号無視をしない。点滅信号では横断しない。
　　　　　　　  ② 狭い場所では広がらないように進む。
　　　　　　　  ③ 交差点は前後左右を十分に確認する。
　　　　　　　　   これらは警察署からの安全指導項目です。遵守いただけない際は失格となりますのでご注意ください。
7. エイド：早く到達した場合はスタッフがおりません。スタッフ到着までお待ちください。
8. 夜間走行：暗くなる前に、前面照射ライト、背面点滅灯を必ず点灯して着用してください。
9. コンビニエンスストア利用時の注意：トイレ借用の際は必ず店員に「お借りします」と声を掛けてください。
10. 一次救命措置：傷病者を見つけたら、(1) 周囲の状況を把握し、二次災害の危険性がない事を判断。(2) 傷病者の観察～意識が無い場合は協力者
　　　　　　　　を求め、近くのスタッフまたは大会本部にすぐに連絡をして、発見場所、傷病者の性別、ゼッケン番号、状況などを説明。
　　　　　　　　(3) 大会スタッフと AEDの手配を依頼、電話にて救急搬送の指示があれば 119 番通報と通信司令員に指示を仰ぐ。(4) 普段どおり
　　　　　　　　の〈呼吸〉が無い場合、迷ったらすぐに心肺蘇生を開始（胸骨圧迫）強く（５cm以上を意識 6cm未満）、早く（100 ～ 120 回
　　　　　　　　／分）、戻して（圧を解除する）、絶え間なく（１０秒以上中断しない）～人工呼吸が出来るなら圧迫：人工呼吸＝30：2～気道
　　　　　　　　確保～人工呼吸（軽く胸が上がる程度）2回を AEDが到着するまで続行。ただし、口より嘔吐や出血等があり、２次感染の恐れ
　　　　　　　　がある場合は、無理に人工呼吸はせずに、胸骨圧迫を絶え間なく続行する。(5) AED 到着 ~AEDの音声メッセージの指示に従い　
　　　　　　　　装着～心電図解析～電気ショック～胸骨圧迫30回～気道確保～人工呼吸２回を必要ならば続行。(6) 救急隊が到着したら引き継ぐ。
11.    感染症対策：
  　　 ・スタート、ゴール及び各エイドなど人の多いところではマスクを着用してください。
   　　  ・受付時に検温します。37.5°C以上熱がある方、体調不良の方は参加できません。
   　　  ・受付票の体調管理チェックシートに該当する項目があった場合も参加できません。
  　　  ・各施設では消毒液を用意します。こまめに手洗い消毒をしてください。
  　　  ・マイカップとしてのペットボトルの使用は禁止します。給水口にペットボトルが接触する危険性があります。　
  　　  ・できるだけ密な状況を作らないように配慮し、状況に応じてスタッフの指示に従ってください。
  　　  ・大声でしゃべらないでください。
   　　  ・選手は行動中のマスクの着用は不要ですが、人の多い場所ではマスクを着用して配慮してください。
   　　  ・大会以外の一般の方が不安がるような行動は慎んでください。
12. マラソン保険：本大会では、マラソン保険に加入しています。死亡・後遺障害 500 万円、入院日額 3,000 円、通院日額 2,000 円
　　　　　　　　（大会直前 12 ヶ月以内に医師の治療を受け、または治療行為のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と因果関係のある
　　　　　　　　　疾病による身体障害は、補償されません。）
　　　　　　　　傷病が発生した場合は後日、下記の項目をお書き添えの上、メールにてご連絡ください。
　　　　　　　　①お名前 ( フリガナ )、②ゼッケン、③郵便番号、④住所、⑤電話番号、⑥事故日、⑦事故場所、⑧事故状況
13. 緊急時連絡先：大会本部：090-5122-2019
14. そ の 他 ：本項にない事項が発生した場合は、主催者の判断によって決定し処理するものとします。
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問い合わせ先 : NPO 法人小江戸大江戸トレニックワールド　代表理事　太田　實
350-0806 埼玉県川越市天沼新田 189-10 ソレイユ 1-101
HP:https://www.trainic-world.org  Facebook:https://www.facebook.com/trainicworld/
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