
■R∪N伴2018(1)北 海道プロック
(2018年 05月 10日～ 2018年 6月29日までの申し込み)

■RUN伴2018(2)東 Jヒ、新潟ブロック
(2018年 05月 25日～ 2018年 7月 31日 までの申し込み)

■RUN伴2018(3)関東、甲信、中部ブロック
(2018年 06月01日～ 2018年8月 31日までの申し込み)

■RUN伴2018(4)北 陸、関西イースト、関西ウエス トブロック
(2018年07月02日～ 2018年 9月 30日 までの申し込み)

■RUN伴2018(5)中国、四国プロック
(2018年07月02日

～
2018年 10月 05日 までの申し込み)

■RUN伴2018(6)九州1、 沖縄ブロック
(2018年 08月 20日～ 2018年 10月 31日 までの申し込み)

くお支払いに関する.注意事項〉

・お支払いに関する連絡先欄にてF∧×、E―manいずれもご記入いただいた場合、E―manア ドレスヘ優先して案内いたします。
(送信エラー時はFA×いたします)

。お振込用紙の送付はありません。

・メニルアドレスは、プロック体で丁寧に分かりやす<ご記入<ださい。

・ entrKゝ portsentry neJpか らのメールを受信可能な設定をお願いいたします。

。お支払いに関するご連絡先 (FAX番号またはE―manア ドレス)の記入がない場合、及び送付内容に不備がある場合は、お申込が無効になります。

・ 2営業日以内 (土日祝日は翌営業日)にスポーツエントリーよりお支払い案内を送付いたしますので、ご確認の上、ご入金をお願いいたします。
万が一届かない場合は、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせ<ださい。

・お支払い案内に記載されている支払い期限内にご入金がない場合、該当のお申込は自動的にキャンセルとなります。

・ご連絡先の記入誤り及び不明瞭またはお客様の受信設定等によるお支払い案内の未着に関し、弊社では一切の責任を負いません。

R∪NI半1201

【RUN伴 2018規約】
(イ ベン トの趣旨)

1.R∪N伴 は、認知症になっても安心 して書らせるまちづくりを目指 して、みなさんでタスキをつなぎ走る (あるいは歩く)イ ベン トであり、タイムを競うものではありません。
イベン トの趣旨をご理解いただき、安全第一でご参加ください。

(チーム参加 )

2.ランナー3名以上でチームを作り、代表者の方がお申し込みください。
3.各チームがlB当する区F80は、参加希望日程と走行可能な距離などをご登録いただいた後、各日程の中で調整 し、後日決定いた します。ご希望が重なった場合など、
ご希望lc添えない場合や希望する距離よりも担当区間が短くなる場合もあります。あらか じめご了承ください。
4.担当する区間をどのように走るかは、チーム内で決めていただいて結構です。 1人ずつ順番に走つても、全員一緒に走ってもかまいません。
ユ 認知症の当事者や家族もご参力Bい ただけます。 認知症当事者が走られる場合、チーム内で伴走者の確保をお願い します。
a走 り始める地点までの移動や、走り終わ つた後の移Ellは、車や交通機関などを利用するなど、ご自身 (チーム肉)で確保をお願い します。

(参力0費)

7.参加責は、以下のとおりです。ランナー :高校生以上2500円 /人、中学生以下 1500円/人、特別枠 (適応条件有り):1000円 /人
8.申込後の参〕0料返金は一切行いません。

(緊急時の対応、健康管理等)

9 地震、風水害、事件、事故等による中止については、その都度主催者が判断、決定 し、ホームページ等にて告知いた します。
lQイ ベン ト中の事故については主催者で初期対応は行いますが、それ以外の責任は一121負 いません。なお、主催者で参加者全員のイベン ト向け保険に加入 しますが、
事故等lcつきま しては、その保険の適用範囲のみとさせて頂きますのでご了承下さい。
11.服装についてはオ リジナルTシ ャツの着用をお願いいた します。オリジナルTシ ャツの着用が保険加入および写真撮影等の同意の証になります。
12.参加者は各自、イベン トに向け体調を整え、自己責任lcおいて健康状態を確認 しておいて下さい。もし、当日体調が悪い場合には、無理をせず棄権を申し出てください。
予定 していたランナーが走れない場合は、チーム内で調整をお願いします。
13.体調不良などで参加できなくな つた場合 1よ、速やかに主催者へご連絡ください。タスキをつなぐという企画の性質上、無断欠席はご遠慮願います。
14.著 しく気温が高くな り、熱中症の危険性が高まることが予想される場合には、主催者からランニングの中断のお願いをする場合があります。
15_当日は健康保険証を携行 して下さい。
16.貴重品等の管理は各自の責任とし 主催者側は一切責任を負いません。
17.参加者は、ランナーの方も含めて携帯電話をご特参、携帯をお願い します。コース上で トラブルが発生 した場合などの事務局への緊急連絡手段になります。

(走行上のルール)

18.本イベン トでは、原則歩道を通行 します。他の歩行者等の通行の妨げにならないよう十分注意 し、横断歩道を渡る場合 は信号を守るなど、
一般の交通ルールを遵守 してください。
19.ランナーを応援する場合も、周囲の方や一般の車両の迷惑とならないように、マナーを守ってください。車道にはみ出たり、自動車でランナーと併走するのは、危険ですので、
絶対におやめください。
20.車 いすで参〕oさ れる場合は、スピー ドは出さず、脱落や転倒に注意 し、安全第一で移動をお願い します。

(写真等の使用 )

21.参加者はイベン ト中lt撮影された写真が、大会ノヾンフレットなどの印刷物や大会公式ホームページ、フェイスブ ック等に使用されることを事前lc承知 し、肖像権については
主催者に一任 しなればなりません。
また、参加者名簿のバンフレット、新間等への掲載も同様lc主催者に一任することになります。

(個人情報取り扱いについて)

22.大会参加者へ各地の実行委員から参加にあたっての必要事項の連絡に利用いた します。

ら2:奎種薯磐t含8墓肇臭慰看源詔重民馨危畠妥る羅皐煽窪霧房把ぁ盗鼎杏302悪ぁる
~ルマガジンヘの登録、大会主催者事務局からの情報の提供に利用いたし讀す。
ます。



東北・新潟ブロック (コ ース詳細)

【青森エリア】
[青森1]8月 18日 (土)ノ 戸ヽ～盛岡
[青森2]8月 25日 (土)弘前～青森
[青森3]8月 26日 (日 )青森～十禾]田

【岩手エリア】
[岩手1]8月 25日 (土)北三陸みちのく潮風 トレイルルート (洋野町～ス慈～普代村)

[岩手2]8月 26日 (日 )南三陸ルート (大船渡～陸前高田)

[岩手3]9月 8日 (土)盛岡～北上～―関

【秋田エリア】
[秋田1]9月 8日 (土)【 1】 県北エリア :大館市～北秋田市～能代市～三種町周辺 (国道7号線県北ルート)

[秋 田2]9月 8日 (土)【 2】 由利本荘にかほエリア :にかほ市～由利本荘市 (国道7号線県南ルート)

[秋 田3]9月 8日 (土)【 2】 由利本荘にかほエリア :烏海・矢島 。大内～由利本荘市
[秋 田4]9月 8日 (土)【 3】 県南エリア :湯沢市～横手市～大仙市 (国道13号線ルート)

[秋 田5]9月 8日 (土)【 3】 県南エリア :仙北市田沢湖～角館 (国道46号線ルート)

[秋 田6]9月 9日 (日 )【 1】 県北エリア :三種～潟上～秋田市ゴール
[秋 田7]9月 9日 (日 )【 2】 中央エリア :男鹿～秋田市～秋田市ゴール  (9日 【1】 と含流もあり)

[秋田8]9月 9日 (日 )【 3】 由利本荘にかほエリア 由利本荘市～秋田市新屋～秋田市ゴール
[秋田9]9月 9日 (日 )【 4】 県南エリア :仙北市 。大仙市～秋田市～秋田市ゴール

臨 城エリア】
[宮城1]9月 9日 (日 )栗原市～仙台市
[宮城2]9月 9日 (日 )白石市～仙台市

【山形エリア】
[山形1]9月 1日 (土)光ヶ丘野球場～イオン酒田南店
[山形2]9月 1日 (土 )イ オンモール三川～なの花温泉田田
[山形3]9月 1日 (土)湯の浜温泉～善宝寺
[山形4]9月 1日 (土)鶴岡市大山～鶴岡市役所
[山形5]9月 1日 (土)最上中央公園～よつば荘
[山形6]9月 1日 (上)道の駅むらやま～天童市スポーツセンター
[山形7]9月 1日 (土)ケーズデンキ 寒河江店～山形県あかねヶ丘陸上競技場
[山形8]9月 2日 (日 )文翔館～上山市役所
[山形9]9月 2日 (日 )イオンタウン南陽～よねおりかんこうセンター
[山形10]9月 2日 (日 )カワチ薬局 米沢北店～米沢市役所

【新潟エリア】
[新潟1]9月 1日 (土)村上市 。関り|1村・胎内市 。聖籠町 。新発田市 。阿賀町・阿賀野市・五泉市
[新潟2]9月 2日 (日 )新潟市・ 弥彦村
[新潟3]9月 8日 (上)佐渡市 。燕市・三条市 。加茂市・ 田上町・見附市 。長岡市・小千谷市・出雲崎町
[新潟4]9月 9日 (日 )魚沼市 。南魚沼市・十日町市・津南B3」・湯沢町
[新潟5]9月 15日 (土)柏崎市 。メ」22村・上越市・糸魚川市・妙高市
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(2)東北・ 新潟フロック

申込締切 :【 宮城エリア】7.117(大 ),7:30まで  【新潟エリア】7.20(金 ),7130まで
(岩 手・・ ll稲 エリア】7125(水 )|ア :30まで  【青森・ 出形エリア】7131(火 ,17:30まで■

ご注意】※1枚につき1区間のみのエン トリーとなります。別紙 (※ 1・ 2)をご確認のうえ、記入漏れの無いようこ注意ください。
※複数区間参力0の場合は別途申込み用紙l_言己入しお申込みください。

区 分 □新規申込み (3名以上 ) □人数追力D申込み (既に支払済みの申込みがある場合 )

チーム名
例)チーム○○病院

チーム函館など

チーム全体の走行距離
(目 安)

※いずれか1つに′を
入れてください

□ 5km以 下  □ 10km

□ 20k繭   □ 30km以上

希豪ェ魔醜熟ぞくださぃ □青森エリア ロ岩手エリア ロ秋田エリア ロ宮城エリア ロ山形エリア ロ新潟エリア

参加 日程・ 区 FB3

X別紙 (X2)の コ‐ス
詳細をご確認いただき、
こ希望のイ区間にフを

入れてください

賜ヽ2憲穏曽

【青森エ リフ】
□ [青森 1] □ [青 森2] □ [青森3]

【岩手エ リア】
□ [岩手 1] □ [岩 手2] □ [岩手3]

【秋田エ リア】
□ [秋 田 1] □ [秋 田2] □ [秋 田3]
□ [秋 田4] □ [秋 田5] □ [秋 田6]
□ [秋 田7] □ [秋 田8] □ [秋 田9]

【宮城エ リア】
□ [宮城 1] □ [宮城 2]

【山形エ リア】
□ [山形 1] □ [山 形2] □ [山形3]
□ [山形4] □ [LU形 5] □ [山形6]
□ [山形7] □ [山形8] □ [山 形9]
□ [山形 10]

【新潟エリア】
□ [新 潟 1] □ [新潟2] □ [新潟3]
□ [新 潟4] □ [新潟5]

代表者氏名 (フ リガナ) 生年月 日 (西暦)     年    月   日

代表者氏名 (漢宇 )
性 別 男 女

電話番号 FAX番号

Eメールアドレス @

代表者住所

チ■ム人数 蜘 犠 人数 参加費 (1人) 人数 1文 参湖費 (1人 ) Ctl・V・W)参加童合計

ラ
‐
7チ■ (高校生以0 人 (A) ×2500円 FEl(U)

円 (× )
ランナー

…
以下) 人(B) × 4 50Cl円 円 (∨ )

構則枠 (濠癒案件あり) 人(C) ×400C円 円0´の

チーム人類含争lA4Sto 人 (D) 郵 諷如症0方の人螢 人
別紙 (Xl)の 大会規約にご同意くださし

□  同意 す る

橘 颯 轟

※ 丁シ ャ ツ 希 望 枚 数 の 合 計 は 、 チ ー ム 人 数 と 一 致 さ せ て く だ さ い (D=T)
サ イ ズ JM ⊥ S M ヒ 〇 含 言十 (a+b+c■ d+o十 f)

希 望 枝 数

※領収書発行を希望される場合は、下記をご記入ください (参加費と領収書発行手数料のみでの発行となります)

発行費 (1枚 ) 枚数 × 発行費 (1枚 )

□ 郵送希望   ロ メール希望
,1‐くЮ02 東京都小金 1-2-∞  PO― TO Fも om NヨЭl

(2.53Э tt X 3名 )+(1.500円 ×2名 )=10.5ЭЭ円

■お支払方法を選択 してください (いずれか必ず1つチェックしてください)

ロセプンイレブン ロ フアミリーマート ロ ローソン

ロ セイコーマート ロ クレジットカード (ご利用可台ヒなクレジットカード :VI_SA、 MttTER、 JCB、 OMC、 D NERS、 Al●[× )

※参力[費のほか別途スポーツエントリー利用料が必要です。参力]費4000円 まで3∞円、4∞ 1日以上は参加買の7%nK j用 料となります.

■クレジットカードご利用の場合 (ご利用の場合のみカード番号および有効期限をご記入ください)

■お支払に関するご連絡先 (必ずご記入ください。)

X饉先してメールアドレスヘお送りしますが、送信エラーが生した場合はFハメ0こて送付します.

有効期限 :    年    月

※上記で領収書発行を希望されている場合は、下記をご記入ください


