
W A K A Y A M A
RELAY MARATHON
PANDA RUN

紀三井寺
第5回 わかやまリレーマラソン パンダRUN

2021.11.28 sun
会場 紀三井寺公園

（和歌山県和歌山市毛見200、駐車場あり）

※本大会は新型コロナウイルス感染対策を講じたうえで開催します。
　エントリー前にご確認ください。

2021in

主催：和歌山県教育委員会、公益社団法人和歌山県体育協会
主管：わかやまリレーマラソン実行委員会 後援：公益社団法人和歌山県観光連盟

073-441-3753
（わかやまリレーマラソン実行委員会事務局）

お問い合わせ

ハーフリレー/
フルリレーマラソン

キッズイベント お菓子プレゼント付きスタンプラリー！
体を使って遊ぶふわふわ遊具設置

スポーツ体験会
・フライングディスク
・グラウンドゴルフ
・10ｍ走

コスチューム
コンテスト

パンダ仮装コンテストを開催！
仮装写真を送って賞品を狙おう！

走る以外も楽しめる
企画をご用意！

2021年10月19日｜火｜申込締切

ファミリー
マラソン
先着 200人 合計先着 200チーム

詳細はHPをチェック！
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受付開始

オープニング（開会式）

A ファミリーマラソン スタート

B・C ハーフ/フルリレーマラソン競技説明
スポーツ体験・キッズエリアオープン

B・C ハーフ／フルリレーマラソン スタート

パンダコスチュームコンテスト

駐車場オープン

リレーマラソン閉会

【お問い合わせ】
わかやまリレーマラソン実行委員会事務局
和歌山県教育庁生涯学習局スポーツ課内

TEL 073-441-3753和歌山市小松原通1-1

待ってる
よ♪

フルリレーマラソンスタート地点A
ファミリーマラソンスタート地点
ハーフリレーマラソンスタート地点

B

モシコム ランネット

エ ン ト リ ー 方 法 代表者が一括し、いずれかの方法でお申し込みください。

エントリーサイト

FAX

A部門（ファミリーマラソン）
モシコム　https://moshicom.com/57579/
B・C部門（ハーフ/フルリレーマラソンの部）
ランネット　https://runnet.jp/cgi-bin/?id=277720

チラシに折り込まれているFAX申込用紙に記入の上、下記の番号へお送りください。
FAX番号>>>073-488-7308 ※用紙がお手元にない方はお問い合わせください。

※前頁の新型コロナウイルス感染症に関する誓約事項及び申込規約にご同意いただいた上で、お申し込みください。

スポーツ体験・キッズエリア①

わかやまリレーマラソンコースMAP

①

スポーツ体験・キッズエリア終了
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第5回

わかやまリレーマラソン ～パンダRUN～
子供からシニアまで気軽に参加できるリレーマラソンを開催します。決められた距離をチームの選手が順番に
走り、完走を目指そう。数多くの豪華賞品もご用意しています。
ランに仮装にスポーツ体験！丸一日遊べる、大満足のスポーツイベントです！

大　会　概　要

開催日 2021年11月28日（日）
※中止の場合は、大会当日午前6:00に公式HPに掲載します。

[小雨決行・荒天時中止 ]

開催・
集合場所

紀三井寺公園
（和歌山県和歌山市毛見200番地）

2021年 8月24日（火）～ 10月19日（火）エントリー期間

新型コロナウイルス感染症対策について

コース 紀三井寺公園特設コース（1周1.5kmを周回）

タスキリレー

レースはタスキのリレーによって進みます。１人が１周以
上走って、次の走者にタスキを渡してリレーします。１人
が続けて何周走っても構いません（小学生は１周毎に次
の走者にリレーします）。走る順番や回数は自由です。
タスキの受け渡しは決められたリレーゾーンで行ってくだ
さい。大会当日、受付時にお渡しするチームタスキに、
計測用のチップが付いています。

チーム
１人が複数のチームにエントリーすることを禁止します
（ファミリーマラソンと、ハーフ／フルリレーマラソンの部
の両方にエントリーすることは可能です )。

参加料
A：無料

参加記念品

B・C：高校生以上　2,000 円／1人
小・中学生　1,000 円／1人

A：わかぱんグッズ、完走証
B・C：大会記念パンダ Tシャツ

写真入り記録証（後日ランネットよりダウンロード可）

表　彰
A：個別の表彰はありません
B・C：各部門 1～5位・飛び賞

飛び賞は各部門の上位入賞を除く各部門5チームに1チームの割合で当選

競 技 ル ー ル

競技時間
A：30分間（ただし計測しません）
B・C：スタートから5時間

※時間内にゴールしたチームを完走とします。

仮装について 仮装のテーマはパンダです。
前回は約３割の参加者が仮装を楽しみました。出走に
ついては社会モラルに反する仮装と主催者が判断した
場合は、出走できない可能性があります。
※仮装は必須ではございません。
※更衣室の利用には限りがあります。

パンダ
コスチューム
コンテスト

パンダコスチュームコンテストを実施します！
リレーマラソンにエントリー後、パンダコスチュームコン
テストに参加希望のチームは、PR写真を撮影し、事務局
に送付してください。いただいた写真の中からベストパ
ンダ賞を決定し、当日表彰します。
詳しくはHPをご覧ください。 
※コスチュームコンテストへの参加は無料です。

部 門 ／ 種 目

＜チームの組み方の例＞

サークルや学校、家族など
一般の部●

同一職場内で編成
職場仲間の部●

女性のみで編成
女性の部●

部活やクラブチーム、近所の友だちなど
小学生、中学生の部●

もちろん男女混合OK！

A  ファミリーマラソン

B  ハーフリレーマラソン
①一般の部　　②職場仲間の部
③女性の部　　④小学生の部
⑤中学生の部

C  フルリレーマラソン
①一般の部　　②職場仲間の部

1.5km
（1周）

21km
（14周）

42.195km
（28周+195m）

制限なし

小学生以上

無料

高校生以上
2,000円 /1人

小・中学生
1,000円 /1人

4人～10人まで
小学生の部は
7人以上14人以下

制限なし 200人

200チーム

4人～10人まで

部門名 距離 対象年齢 参加料 チーム構成 募集
※先着順

※ハーフ、フルに参加の方も出場できます。

※内容につきましては、予告なく変更する場合がありますことをご了承ください。

申込規約

自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・代表者・チーム名変更はできません。1.
地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止、参加料返金の有無・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。2.
私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。3.
私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従います。
また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。

4.

私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。5.

大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。7.
私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、またはチームメンバーは、本大会への参加を承諾しています。8.

私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等について、主催者側が加入した保険の範囲内で主催者にその補償を求めることとし、主催者のその余の責任を免
除します。

6.

新型コロナウイルス感染症に関する誓約事項

大会当日に参加者本人の体温が 37.5℃以上の場合は出場を辞退します。1.
同居家族や身近な知人も含め、大会2週間前以内に発熱や感染が疑われる場合は出場を辞退します。2.
同居家族や身近な知人も含め、大会2週間前以内に感染拡大している地域や国へ訪問した場合は出場を辞退します。3.
大会3週間前以内にPCR検査もしくは抗原検査で陽性反応があった場合は出場を辞退します。4.
感染防止対策（マスク等の着用、大声での応援禁止、密を避ける行動等）を徹底して出場します。5.

参加者・スタッフ等に感染者が出た場合、個人情報を保健所や医療機関などへ提供することに同意します。7.
6. 参加者・スタッフ等に感染者が出た場合、保健所や医療機関などの聞き取りに協力します。

9. 住所、氏名、年齢等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）はいたしません。それらが発覚した場合、出場の取り消し、次回以降の資格剥奪等、
主催者の決定に従います。 また、主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等一切の責任を負いかねます。

上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会要項に則ります（齟齬がある場合は大会要項が優先します）。12.

大会の映像・写真・記事・記録等（において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報）が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・
掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

10.

11. 大会申込者の個人情報の取扱いは、大会要項に則ります。

本大会は、以下の新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、開催します。申込前に必ず確認いただき、安全な大会運営にご協力願います。

また、大会当日は以下の基本的な感染症対策にご協力ください。

申し込みに際し、以下の新型コロナウイルス感染症に関する誓約事項及び申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。

申込等の詳細

④
※65歳以上の方、基礎疾患を有する方の場合、重症化するリスクが高い旨を認識した上で参加をお願いします。

主催者は新型コロナウイルス感染症の感染に対しては一切の責任を負いません。また、本大会で加入する保険は新型コロナウイルス感染症の感染につ
いては補償適用外となります。

③大会当日、受付時に参加者全員の検温を行います。37.5℃以上の方は参加をお断りさせていただきます。

①以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を控えていただきますようお願いします。
ア　体調が良くない場合（発熱・咳・咽頭痛等）
イ　同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ウ　過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
エ　大会開催日の3週間前の時点、もしくはそれ以降にPCR検査もしくは抗原検査で陽性反応があった場合

参加者は、大会終了後2週間以内に発熱や咳等の感染疑いが見られる場合は、必ず医療機関に受診・相談のうえ、新型コロナウイルス感染症の陽性が
確認された場合は、速やかに大会事務局に報告してください。

⑤

大会当日、「新型コロナウイルス感染症についての体調管理チェックシート」の提出をお願いします。同チェックシートは、大会1週間前からの体調につい
てお聞きする予定としています。詳細については、ホームページ及び大会参加案内通知にてお知らせいたしますので、ご確認のうえ、ご対応ください。

②

新型コロナウイルス感染症の感染状況を総合的に判断し、大会を中止する場合があります。その場合の参加料の返金については、中止時までにかかっ
た費用を清算し、残額があれば、その範囲内で代表者に返金を行います。なお、手数料は返金いたしません。

⑥

参加者は、感染防止のために主催者が決めた措置を遵守し、主催者の指示に従うよう御協力をお願いいたします。⑦

マスク着用 手指消毒 ソーシャルディスタンス 大声禁止 接触確認アプリ

感染対策の詳細
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