
主　　催：ウィンドアップ、アスレック
期　　日：平成23年7月30日（土）
開催場所：岡山県総合グラウンド補助陸上競技場 
　　　　　　　 岡山市北区いずみ町２-１
受付会場：岡山県総合グラウンド補助陸上競技場 
受付時間：14:00 ～ 15:00
競技種目：21097.5m（400m×52周＋297.5m）
　　　　　10000m（400m×25周）

申　　込：
所定の参加申込書に必要事項を記入、捺印の上、
現金書留もしくは定額小為替を添えて指定の申込
住所へ郵送して下さい。※お申込方法参照
WIND UP加古川店へ持参でもOKです。
申込締切：平成23年6月30日（木）必着
表彰対象：各種目、上位３位  ※副賞は1位のみ
記　　録：
記録はNo.カードまたはタスキに取付けた計測用発
信機にて行います。競技終了まで絶対に取外さな
いで下さい。ゴール後、係員が回収いたします。
注意事項：
１）競技中に発生した事故、トラブルについては、本人
　　の責任において処理解決して下さい。怪我等に関し
　　ては主催者が加入する１日保険範囲内で対処します
　　が、以後一切の責任は負いません。
２）申込締切後、参加通知ハガキを大会の１週間前まで
　　に郵送いたしますので当日持参下さい。参加賞、
　　No.カードとお引換えいたします。

３）貴重品の紛失、盗難については主催者は一切責任を
　　負えません。できるだけ持ってこないようにして下
　　さい。
　　会場には貴重品等を預かる場所はございません。

４）雨天決行ですが、悪天候の場合は公園の施設側、主
　　催者側には雨天をしのぐ機材等はございませんの
　　で、各自で準備願います。

トラック（400ｍ）でハーフマラソン、10kmにトライアル！！

参加者募集！！

❶10000m 個人（男子）
❷10000m 個人（女子）※個人 制限：1時間
❸21097.5m チーム（2～5人）
❹21097.5m チーム（6～10人）
　　　　　　　　　　　　 ※ﾁ ｰ ﾑ制限：2時間

　　　21.0975km　▶　競技場の400ｍ×52周＋297.5ｍ ＝ 21097.5m　★チームのみ
　　　10km　　　　 ▶　競技場の400ｍ×25周 ＝ 10000m　★男女別個人のみ

　種　目　▶　

 第1回

Produced by WIND UP & Athle-C
in OKAYAMA 

日時 : 2011年 7月30日（土）　
場所 : 岡山県総合グラウンド補助陸上競技場（岡山市北区いずみ町２-１）

申込〆切　2011年6月30日（木）必着　

■競技について
１周400mのトラックをハーフマラソンは52周と
297.5m（210975m)、10kmは25周（10000ｍ）
走って競う大会です。
個人参加は10000mのみ、チームの部はハーフマラソ
ンのみとなります。※10kmとﾊｰﾌﾏﾗｿﾝの重複ｴﾝﾄﾘｰ可
チームの方は一人最低１周以上走ってからタスキの受
け渡し（バトンタッチ）を行って下さい。順番、出走
回数はチームで自由に決めてもらって結構です。 
記録計測用のICタグがNo.カードまたはタスキに装着
されておりますので、競技終了後または途中棄権の
際、お近くの係員までご返却願いますようよろしくお
願いいたします。紛失や破損した場合、
実費（2,100円税込）
請求させていただきます。

10000m　▶ PM3時45分 START
21097.5ｍ ▶ PM5時00分 START

Evening RUN



（郵便振替の場合）
　口座番号　00970-8-206194
　口座名称　Athle-C
※必要事項をご記入願います
　▶郵便小為替の場合、エントリー事務局へ申込用紙
　　を郵送いただくか、FAXを送って下さい。

◆お申込・お問合せ（ｴﾝﾄﾘｰ事務局）
（申込書郵送先）
〒675-1335
兵庫県小野市片山町1552-3
アスレック イベントルーム
TEL&FAX：0794-70-8922

◆お申込窓口
（申込窓口）
〒675-0064
加古川市加古川町溝之口501-3
WIND UP 加古川店
TEL&FAX：079-425-1448

〒460-0022
名古屋市中区金山1-2-12
シャンポール金山1階
Wind up+
TEL&FAX：052-938-8003

21097.5mリレーマラソン & 10000m21097.5mリレーマラソン & 10000m21097.5mリレーマラソン & 10000m21097.5mリレーマラソン & 10000m
種目 項目 ｽﾀｰﾄ時間 参加料

 10000m  ①男子（個人） 15:45 2,500円 10000m  ②女子（個人） 15:45 2,500円

 21097.5m  ③2 ～  5名 17:00 2,000円×人数 21097.5m  ④6 ～  10名 17:00 2,000円×人数
■出場資格
（個　人）・ 1時間以内で走りきれる高校生以上の健康な方
（チーム）・小学生以上の健康な方※男女混成可、制限2時間

Evening RUN in OKAYAMA　申　　込Evening RUN in OKAYAMA　申　　込Evening RUN in OKAYAMA　申　　込Evening RUN in OKAYAMA　申　　込Evening RUN in OKAYAMA　申　　込Evening RUN in OKAYAMA　申　　込Evening RUN in OKAYAMA　申　　込Evening RUN in OKAYAMA　申　　込Evening RUN in OKAYAMA　申　　込Evening RUN in OKAYAMA　申　　込Evening RUN in OKAYAMA　申　　込

参 加 種 目
 ※出場種目に◯を入れて下さい

個　人 　①　男子  　①　男子  　①　男子  ② 　女子② 　女子参 加 種 目
 ※出場種目に◯を入れて下さい チーム 　③ 　２　～　５名　③ 　２　～　５名　③ 　２　～　５名 ④ 　６　～　10名④ 　６　～　10名

氏 名（代表者） 歳

住　　    　　所 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒

電　話（連絡先）

チーム名（所 属）

メ　ン　バ　ー

※チーム参加

①① 歳 男　・　女男　・　女 ⑥⑥ 歳歳 男　・　女メ　ン　バ　ー

※チーム参加 ②② 歳 男　・　女男　・　女 ⑦⑦ 歳歳 男　・　女

メ　ン　バ　ー

※チーム参加

③③ 歳 男　・　女男　・　女 ⑧⑧ 歳歳 男　・　女

メ　ン　バ　ー

※チーム参加

④④ 歳 男　・　女男　・　女 ⑨⑨ 歳歳 男　・　女

メ　ン　バ　ー

※チーム参加

⑤⑤ 歳 男　・　女男　・　女 ⑩⑩ 歳歳 男　・　女

メ　ン　バ　ー

※チーム参加

（                      ）円×（     ）人 ＝（                      ）円　　　（                      ）円×（     ）人 ＝（                      ）円　　　（                      ）円×（     ）人 ＝（                      ）円　　　（                      ）円×（     ）人 ＝（                      ）円　　　（                      ）円×（     ）人 ＝（                      ）円　　　（                      ）円×（     ）人 ＝（                      ）円　　　（                      ）円×（     ）人 ＝（                      ）円　　　（                      ）円×（     ）人 ＝（                      ）円　　　（                      ）円×（     ）人 ＝（                      ）円　　　（                      ）円×（     ）人 ＝（                      ）円　　　

※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい※参加者が未成年の場合は、誓約書に同意の上、保護者の方が氏名を記入し捺印して下さい

誓約書誓約書誓約書誓約書誓約書誓約書誓約書誓約書誓約書誓約書誓約書
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★ネット申込★ RUNNET
http://runnet.jp/

JSS（JTB SPORTS STATION）
https://jtbsports.jp/

SPORTSENTRY
http://www.sportsentry.ne.jp/

キリトリ キリトリ キリトリ キリトリ

●エントリー種目

●岡山県総合グラウンド
　（岡山市北区いずみ町２-１）ACCESS

http://runnet.jp
http://runnet.jp

