てだこナイトラン in ANA SPORTS PARK 浦添

7 月 2 日（土）

3 時間ソロ & リレー・キッズラン

参加案内

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を十分に講じた上での開催を予定しております。
ご参加の皆様には、当日受付にて検温と大会１週間前からの「体調チェックシート」のご提出をお願い
しています。参加案内をしっかりとご確認いただき、ご参加ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止特別参加規約
①以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めます。

⑥こまめな手洗い、
アルコール等による手指消毒を実施してくださ

・37.5 度以上の発熱がある場合

い。

・強いだるさ
（倦怠感）
や息苦しさがある場合

・普段より咳、痰がある場合、咽頭痛などの症状がある場合

⑦他の参加者、主催者スタッフとの距離（できるだけ 1m 以上）
を確

・味覚、嗅覚に異常を感じる場合

保してください（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）。

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる場合

・糖尿病などの基礎疾患があり、当日の体調に不安のある場合

・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、地域への渡航または当該在住者との濃厚接触者
がある場合

⑧イベント中に会場やコースにおいて大きな声で会話、応援をし
ないでください。

⑨感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者
およびスタッフの指示に従ってください。

②大会運営は以下の対策を行います。

・会場にトイレはありますが、使用前後に際して主催者が指示する
手指その他の消毒方法に従っていただきます。

・スタッフは常時マスクを着用します。

・特に参加者と対面するスタッフはフェイスシールドと手袋を着用
します。

・更衣室はありますが、密をさけるため、各自更衣ポンチョやバス
タオルを用意するなど来場服装等も工夫してください。

・スタート前に検温を行います。37.5 度以上の方は出走をお断り
し、会場からの退場を求めます。

・会場、
コースとも給水、給食の手渡しは行いません。

・途中収容された場合は、主催者指定の手指消毒とマスクを着用
いただきます。

③参加者は走行中以外の会場内ではマスクを着用してください
（スタート整列時タスキリレー、中継待機時含む）。

⑩イベント終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症
した場合は、主催者に対して速やかに連絡し、同時に濃厚接触者
の有無についても報告してください。

⑪後日参加者、大会関係者の中から感染者が出た場合には、保健
所などの聞き取り調査に協力していただく場合があります。

⑫参加者および同居人が開催日の２週間前以降に、発熱や感冒症

状で病院受診や服薬等がある場合は参加をご辞退ください。
そ
の際、大会開催前に事務局へご連絡いただきました方には、参

加 料 は 参 加 賞 発 送 などの 諸 経 費と返 金 手 数 料を差し引き、
RUNPO
（＝ランナーズポイント）にて返還いたします。

⑬参加者および同居人が開催日の 2 週間前以降に、感染拡大して

いる地域や国に訪問した場合は参加をご辞退ください。
この際、
大会開催前に事務局にご連絡いただきました方には、参加料は

④来場する応援者は常時マスクを着用してください。

参加賞発送など の諸経費と返金手数料を差し引き、RUNPO（＝

⑤会場にゴミ箱はありません。必ず各自ゴミはお持ち帰りくださ
い。

ランナーズポイント）にて返還いたします。

⑭緊急事態宣言等発令下でも、政府や自治体の定めるガイドライ
ンに則り、開催の可否を判断していきます。
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【大会名】
第 6 回てだこナイトラン in ANA SPORTS PARK 浦添
【開催日時・会場】

【選手受付】

7 月 2 日（土） 15：30 〜 17：30
陸上競技場内受付テント
・受 付は RUN PASSPORT を導入します。受 付 方法は7
ページを参照ください。
・ メンバー変更がある場合は大会当日、受付窓口にて変更
者情報を専用用紙にご記入ください。ただし、チーム人数
の変更はできません。
※変更がない場合は、変更手続きの必要はありません。

2022 年 7 月 2 日（土） 18:00 スタート（キッズは 17:30）
ANA SPORTS PARK 浦添（沖縄県浦添市）

【主催】

一般財団法人アールビーズスポーツ財団

【共催】

琉球新報社

【後援】

コロナ対策

浦添市、浦添市教育委員会

・チーム全員分の「体調チェックシート P9」を印刷の
上、受付で提出をお願いします。
・マスクの着用をお願いします。
・受付にお並びの際は 1m 以上間隔をあけて整列
してください。

【協力】

オリオンビール株式会社、フォーモストブルーシール
【スケジュール（予定）】
7 月 2 日（土）
15：30 受付開始
17：30 キッズランスタート
18：00 3 時間ソロ・リレーの部スタート
21：00 3 時間ソロ・リレーの部フィニッシュ
21：45 会場閉鎖

【受付でお渡しするもの】

・ タスキ 1 本（リレーの部のみ）
・ ナンバーカード（チーム人数分）
・ 安全ピン（チーム人数分）
・ 参加賞（チーム人数分）
※キッズランはナンバーカードと参加賞（お菓子）
のみ

コロナ対策
密を避けるため、ウォーミングアップは省略します。

【3 時間リレー競技ルール】

❶1 チーム 2~15 名で、チーム内の出走回数、周回数は自由
です。
❷1 人 1 周以上走って、次走者にリレーします。
❸たすきリレーは、
リレーゾーン内で行ってください。
【3 時間ソロ・リレー共通競技ルール】
❹3 時間での周回数の合計を競います。
❺登録メンバー以外の出走
（代理）
は失格の対象となります。
❻走行に不適当、
または危険と見なした場合、競技を中止さ
せることがあります。

【参加賞タオルデザイン】

【ナンバーカード・タスキ】

・ ナンバーカードは選手 1 人につき 1 枚です。
胸に 1 枚、添付の安全ピンで装着してください。
悪天候や災害などで大会を中止する場合、大会当日
（7月2 ・ レースウエアを着替える際、ナンバーカードも忘れ
日）の 11 時 に 下 記 イン タ ー ネット・携 帯 サ イト・公 式
ずに付けかえてください。
Facebook ページでお知らせします。電話でのお問い合わせ ・ タスキは主催者でチームに 1 本用意します。タスキ
はご遠慮ください。
には記録計時のためのランナーズチップが 2 個装
地震・風水害・事件・事故・荒天（降雨、強風、雷 等）
・疫病、
着されています。
（ソロの部はナンバーカードに装着）
その他の理由で大会開催を中止・中断・縮小した場合の
ランナーズチップは絶対に取出さないでください。
参加料返金の有無、金額についてはその都度主催者が判断 ・ 計時マットの上を通過する際は、タスキを手に持っ
し決定します。
た状態で走ると記録が正しく計時されないことが
あります。タスキは肩からかけて走ってください。
大会に関する問い合わせ先
・ タスキ（ランナーズチップ）はフィニッシュ後に回
てだこナイトラン事務局
収いたします。必ず大会事務局まで返却をお願いい
たします。
〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅 1-3-13 リッセンビル 1F
・ 違うチームのタスキを着けて走ったり、タスキなし
TEL 098- 943- 0022
（平日 10：00 〜 17：00）
で走った場合、記録が計時できません。ご注意くだ
大 会 HP http://runners-runnet-nightrun.jp/tedako/
さい。
※大会当日のお問い合わせ先

【大会の開催可否についてのお知らせ】

080-2012-1725 （緊急時以外はご遠慮ください）
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【表彰式】

【スタート・タスキリレーについて】
コロナ対策

コロナ対策

・密を避ける為、スタート前の整列・中継待機時は
マスク着用の上、周りのランナーと 1m 以上間隔を
あけて整列してください。

密を避けるため、表彰式は行いません。
対象チーム
（各部門上位 3 位）のみ、大会本部で表彰状
と副賞をお渡しします。

・ スムーズに中継できるようにチーム内での割り振り
を決めておくことをおすすめします。会場では呼び出
し放送などはできません。
・ タスキリレーは、
必ず決められたリレーゾーンで行っ
てください
（陸上競技場内）。

【記録・順位】
❶速報
1 時間ごとに各チームの周回数を本部
前の記録速報板に貼り出します。
また、
「ランナーズアップデート」で
スマホからも速報が確認できます。

【更衣室について】

更衣室は施設既存の場所をご利用ください。

【手荷物預かりについて】
コロナ対策

ソロでご参加の方のみ、受付場所で荷物預かりを行い
ます。荷物預かりはご自身で指定場所に置いていただく
セルフ形式になります。貴重品のお預かりはできません
のでご注意ください。

【トイレについて】

❷レース終了の合図
競技の終了間際には、カウントダウンのアナウンスを
いたします。コース途中で立ち止まらず、そのまま
フィニッシュを目指してください。レース終了時間を
迎えた時点での周回数は、記録に含まれません。
コロナ対策

レース終了後（フィニッシュライン通過後）は、フィ
ニッシュエリアでは立ち止まらず、速やかに待機場所
へお戻りください。
（フィニッシュエリアでの写真撮
影はご遠慮ください。
❸順位の決定について
3 時間で走行した周回数を競います。同じ周回数の場
合は、先に最終周回に入ったチームを上位とします。
キッズランの順位付け（記録計測）は行いません。

【選手待機場所について】

選手待機は、
スタンド席および芝生エリアになります。
コースの妨げになる場所やリレーゾーン付近での待機
はご遠慮ください。

トイレは施設既存の場所をご利用ください。
コロナ対策

使用後は、手洗い、アルコール消毒の徹底をお願いし
ます

【注意事項】

❶会場について
・コース上は一般の方も利用しますので、注意して走行
してください。
・ 陸上競技場フィールド内（芝生エリア）の場所とりは
ご遠慮願います。
・会場内の更衣室、
トイレは公共施設です。利用の際に
はゴミを残したり、汚さないよう心がけてください。
・ 貴重品等は各チームで責任をもって保管してくださ
い。盗難等について主催者は一切の責任を負いませ
んのでご了承ください。
・ コース上は暗い箇所や狭い箇所がありますので、走
行時は十分にご注意ください。
❷飲酒・喫煙について
・ レース中のアルコール摂取は禁止します。
・ 会場、
コース内は全面禁煙です。

【ゴミについて】
コロナ対策

ゴミは各自お持ち帰りをお願いします。

コロナ対策

【その他】

待機場所でもできるだけソーシャルディスタンスの
確保をお願いします。

・ 大会開催中のケガ等に関しては主催者加入の傷害保
険の範囲のみの保障となります（応急処置は主催者
で行います）。
・ もし、走行中に気分が悪くなるなどの異変を感じた場合、無
理をせず、近くのスタッフや後続の選手に声をかけるよう
にしてください。
・参加者は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、
主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行わな
いものとします。
・参加者の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場
合）、およびチームメンバーが、本大会への参加と本
規約について承諾していることとします。
・ランナーズチップ（記録計測用チップ）、タスキを紛
失した場合は、実費（4000 円）を負担していただき
ます。

【給水について】

会場内に給水をご用意いたします。
その他、大会中の飲
食物は各チームで準備してください。
※走者の飲酒は危険ですのでご遠慮ください。
コロナ対策

手渡しは行いません。走行前、走行後に給水をお願い
します。ソロの方は走行中の専用給水所を設置しま
す。
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コースMAP

Start/Finish

※周回チェックポイント

リレーゾーン
（中継エリア）

屋内
運動場
陸上競技場

野球場

メイン会場

体育館

給水

受付／大会本部 救護 記録室

４

サブ
グラウンド

【スケジュール】
15:30 受付開始
17:30 キッズランスタート
18:00 3 時間ソロの部
リレーの部スタート
21:00 3 時間ソロの部
リレーの部 フィニッシュ
21:45 会場閉鎖

コロナ対策

密を避ける為、決められた中継エリアでタスキリレー
を行ってください。待機時は周りのランナーと 1m 以
上間隔をあけて整列してください。
コロナ対策

コロナ対策

レース終了後は、フィニッシュエリアでは立ち止まら
ず速やかに待機場所へお戻りください（フィニッ
シュエリアでの写真撮影はご遠慮ください）。

・手渡しは行いません。走行前、走行後
に給水をお願いします。

中継 (リレーゾーン)
次走者待機エリア

５

ANA SPORTS PARK
浦添市てだこホール駐車場案内図

浦添 周辺駐車場案内図
大会会場

K

心

※上記の駐車場は近隣公共施設との共用駐車場となっておりますので、
マナーを守ってご利用下さいますよう、お願い致します。
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（ランパスポート）
導入で、ラクラク・スマートに受付♪
てだこナイトランでは、RUN PASSPORT（ランパスポー
ト）
スマート受付を導入します。
大会当日の受付はスマホ画面の提示でＯＫ。
専用アプリをダウンロードいただくと、さらに便利でお
得にご利用できます！

STEP 01

届いた案内メール中のURLを
クリック！

STEP 02

参加票をスマホに表示して
画像保存（紙に印刷しても OK）

STEP 03

※RUNNETでエントリーした場合は、
会員登録された際のメールアドレス
に通知が届きます。

参加票をダウンロードいただき、ス
マートフォンに画像保存するか、PDF
を印刷して会場へお持ちください。

スマートフォン上に表示した参加票ま
たは紙で出力した参加票をご提示く
ださい。

専用アプリ（無料）
をダウンロードすればもっと便利に！
●参加票が自動でアプリ内に取り込まれます（対象大会のみ）

大会の会場受付でスマホの
参加票を見せるだけ！

アプリインストールは
Google Play か App Store にて
「RUN PASSPORT」
で検索！

●大会会場でチェックインするとRUNマイルが貯まります
●掲示板機能を使って、大会側から当日もリアルタイムの案内
を発信していきます
※RUN PASSPORT参加票発行のご案内は、6月下旬頃にお申込者様の
RUNNET会員登録のメールアドレスに通知させて頂きます。

iOS 版

Android 版

ランフォトの新サービス

当日写真入り記録証
（速報）を作成できます
（無料）

ご自身のスマートフォンで写真入り完走証を作成できるサービスです。
スマートフォンで撮影した写真をフィニッシュタイムとともに完走証として作成し、
画像ファイルとして保存できます。ご自宅のプリンターからプリントもできます。
・大会当日はコース上、フィニッシュ地点等でランフォト専属カメラマンがランナーの皆さんを撮影し
ます。これらの写真を入れた記録証が制作できます。
・ご自身で撮影した写真などを使って、フィニッシュタイムが入った完走証を作成できます。以下のQR
コードのURLを予めスマホのお気に入り登録しておいてください。

（フィニッシュ後でないと、正しい操作ができません）

スマホで

写真入り記録証は、決められた期間のみご利用可能です。
ご自身のPCやスマホからも写真選択、記録証作成、プリントを行う
ことができます。記録証作成サイトにアクセスし、操作を行ってくだ
さい。スマホの場合は、記録証を画像で保存しプリントします。大会
終了後１カ月間、操作ができます。

記録証作成サイトにアクセス！

QRコードリーダーでURLを
読み込んでください。

※ランフォトプラス記録証に掲載されている記録は速報値です。正式な記録、順位は後日RUNNET「大会結果＆写真」のページからをご覧ください。

「ランナーズアップデート」で記録速報を確認できます！
大会当日は、「ランナーズアップデート」で、パソコン・携帯サイトから
周回数や順位が確認できます。
右の QR からアクセスし、チーム名かナンバーカード番号を入力してくだ
さい。
※記録は速報のため、参考タイムです

７

新型コロナウイルス対
新型コロナウイルス対策事前チェック
ロナウイルス対策事前チェック
型コロナウイルス対策事前チェック
新型コロナウイルス対策事前チェック
新型コロナウイルス対策事前チェック

必ずお読みく

必ずお読みください
必ずお読みください
必ずお読みください
必ずお読みください
必ずお読みください

新型コロナウイルス感染予防のため
新型コロナウイルス感染予防のため下記のご協力をお願いします。
ルス感染予防のため下記のご協力をお願いします。
ロナウイルス感染予防のため下記のご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染予防のため下記のご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染予防のため下記のご協力をお願いします。

1

1

11

までに大会前までに
大会前までに
大会前までに

大会前までに

事前に参加案内、
大会HPの「新型コロナウイルス感
事前に参加案内、
大会HPの「新型コロナウイルス感染症防止特別参加規約
」をお読みください。
会HPの
「新型コロナウイルス感染症防止特別参加規約
」をお読みください。
加案内、
大会HPの
「新型コロナウイルス感染症防止特別参加規約
」をお読みください。
事前に参加案内、
大会HPの
「新型コロナウイルス感染症防止特別参加規約
」をお読みください。
事前に参加案内、
大会HPの
「新型コロナウイルス感染症防止特別参加規約
」をお読みください。

2

に

2

22

来場時に 来場時に
来場時に

来場時に
来場の際は、
マスク着用をお願いします。

来場の際は、
マスク着用をお願いします。
着用をお願いします。
は、
マスク着用をお願いします。
来場の際は、
マスク着用をお願いします。
来場の際は、
マスク着用をお願いします。

受付時にRUNNET体調チェックの画面提示および
受付時にRUNNET体調チェ
ックの画面提示および体調チェ
ックシートのご提出をお願いします。
体調チェ
ックの画面提示および体調チェ
ックシー
トのご提出をお願いします。
RUNNET体調チェ
ックの画面提示および体調チェ
ックシートのご提出をお願いします。
受付時にRUNNET体調チェ
ックの画面提示および体調チェ
ックシー
トのご提出をお願いします。
受付時にRUNNET体調チェ
ックの画面提示および体調チェ
ックシー
トのご提出をお願いします。
来場者には全員に検温を実施します。
来場者には全員に検温を実施します。
温を実施します。
は全員に検温を実施します。
来場者には全員に検温を実施します。
来場者には全員に検温を実施します。
RUNNET体調チェックおよび体調チェックシート ※１

RUNNET体調チェ
ックおよび体調チェ
ックシート
※１
で異常が見られる方、
検温時に37.5℃以上
ックおよび体調チェ
ックシー
ト ※１ックシー
で異常が見られる方、
検温時に37.5℃以上
T体調チェ
ックおよび体調チェ
ト ックおよび体調チェ
※１ で異常が見られる方、
検温時に37.5℃以上
RUNNET体調チェ
ックおよび体調チェ
ックシー
ト
※１
検温時に37.5℃以上
の方はご参加をお断りさせていただきます。
RUNNET体調チェ
ックシー
トで異常が見られる方、
※１ で異常が見られる方、
検温時に37.5℃以上
の方はご参加をお断りさせていただきます。
りさせていただきます。
参加をお断りさせていただきます。
の方はご参加をお断りさせていただきます。
の方はご参加をお断りさせていただきます。

3

※1 体調チェックシートに関してはP6〜P7参照
※1 体調チェックシートに関してはP6〜P7参照
※1 体調チェックシートに関してはP6〜P7参照
※1 体調チェックシートに関してはP6〜P7参照
※1 体調チェックシートに関してはP6〜P7参照
9

3
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大会中

大会中
大会中

大会中

走行時以外は、
マスク着用にご協力をお願いします

走行時以外は、
マスク着用にご協力をお願いします。
ク着用にご協力をお願いします。
以外は、
マスク着用にご協力をお願いします。
走行時以外は、
マスク着用にご協力をお願いします。
走行時以外は、
マスク着用にご協力をお願いします。

スタートでは１〜２mの間隔をあけて整列をお願い

スタートでは１〜２mの間隔をあけて整列をお願いします。
mの間隔をあけて整列をお願いします。
トでは１〜２mの間隔をあけて整列をお願いします。
スター
トでは１〜２mの間隔をあけて整列をお願いします。
スター
トでは１〜２mの間隔をあけて整列をお願いします。

待機時は、
ソーシャルディスタンスの確保をお願い

待機時は、
ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
ルディスタンスの確保をお願いします。
は、
ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
待機時は、
ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
待機時は、
ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。

トイレご利用時は、手洗い、
アルコール消毒の徹底を
トイレご利用時は、
手洗い、
アルコール消毒の徹底をお願いします。
手洗い、
アルコール消毒の徹底をお願いします。
利用時は、
手洗い、
アルコール消毒の徹底をお願いします。
トイレご利用時は、
手洗い、
アルコール消毒の徹底をお願いします。
トイレご利用時は、
手洗い、
アルコール消毒の徹底をお願いします。

4

4

44

了後 大会終了後大会終了後
大会終了後

大会終了後
表彰式は行いません。

表彰式は行いません。
ん。
は行いません。
表彰式は行いません。
表彰式は行いません。

大会終了後は速やかに解散をお願いします。 ※同
大会終了後は速やかに解散をお願いします。
※同会場での打ち上げは禁止いたします。
かに解散をお願いします。
※同会場での打ち上げは禁止いたします。
了後は速やかに解散をお願いします。
※同会場での打ち上げは禁止いたします。
大会終了後は速やかに解散をお願いします。
※同会場での打ち上げは禁止いたします。
大会終了後は速やかに解散をお願いします。
※同会場での打ち上げは禁止いたします。
ゴミは各自お持ち帰りをお願いします。

ゴミは各自お持ち帰りをお願いします。
りをお願いします。
各自お持ち帰りをお願いします。
ゴミは各自お持ち帰りをお願いします。
ゴミは各自お持ち帰りをお願いします。

8
5

【大会当日提出必須書類】 受付時に必ず提出をお願いします
新型コロナウイルス
感染症についての

提出日：

体調チェックシート

氏

本チェックシートは新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。本チェック

会場にて感染症患者またはその疑いがある方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。

1

のどに痛みがある

2

咳（せき）
が出る

3

痰（たん）
が出たり、
からんだりする

4

鼻水（はなみず）、鼻づまりがある

25(土)

6

26(日)

6

□ 個人情報の取得・利用・提供に同意する

同意のチェックを入れてください。

27(月)

6

28(火)

6

29(水 )

6

30(木 )

大会前日

大会当日

※アレルギーは除く

5

頭が痛い

6

体にだるさなどがある

7

発熱の症状がある

8

息苦しさがある

9

味覚異常（味がしない）

10

嗅覚異常（匂いがしない）

11

体温
体温は1週間分記入してください。

１２

6

名

（電話番号）

のみ利用します。
また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、大会

日
付

スタッフがチェックします。

連絡先

シートに記入いただいた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡のために

↓該当項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。

検温チェック

日

ナンバー

１つでも異常のある方、当日の体温が37.5℃以上の方は、参加が出来ませんのでご了承ください。

チェックリスト

月

薬剤の服用

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

℃

解熱剤を含む上記症状を
緩和させる薬剤
公益財団法人日本陸上競技連盟
「新型コロナウィルス感染症についての体調管理チェックシート」
より

・走行時以外はマスクの着用をお願いします。
・待機時にもできるだけソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
・大会２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、必ず大会事務局へご連絡お願いします。

【Mail】okinawa@runners.co.jp

9

6

