
 

「希望が丘耐久クロスカントリー&リレー」大会概要 

 

長引くコロナ禍の影響でストレスフルな生活が続く中、 

「小さなイベントから普通の生活を取り戻す！」を旗印に手軽で身近で 

アットホームな大会を解放感溢れる希望が丘文化公園で開催します！ 

おひとりでの参加もお誘い合わせてチームでの参加も OK です。 

みんなで楽しく笑顔で走りませんか！ 
 

 

 

■大会名称    希望が丘耐久クロスカントリー＆リレー 

■主 催    希望が丘クロスカントリーリレー大会実行委員会 

■後 援    野洲市、京都新聞、エフエム滋賀 

■協 力    パトランびわこ、チームサンタ・ランニングクラブ 

■開催日時    2022 年 6 月 5 日（日） 雨天決行 

■開催場所    滋賀県希望が丘文化公園  〒520-2321 滋賀県野洲市北桜 978 

※お車、電車いずれも「西ゲート」からご入園ください。 

■種   目    男子シングルラン／女子シングルラン （2 時間耐久・1 時間耐久）             

男子リレー／女子リレー／混合リレー （3 時間耐久） 

男女ボランティアラン           （1 時間耐久） ※運営ボランティアとしてのご協力が条件となります。 

  

■コ ー ス    希望が丘文化公園内クロスカントリー林道コース 3km 周回 

 

■参加資格 

・男子シングルラン／女子シングルラン ※18 歳以上の男女 ２時間耐久定員 150 名・1 時間耐久定員 100 名 

・男子リレー／女子リレー／混合リレー  ※小学 4 年生以上 2 名～6 名 定員 50 チーム 

※高校生以下のみでチーム編成する場合は、保護者・コーチ等を責任者として引率いただくことを条件とします。 

・男女ボランティアラン            ※18 歳以上の男女 定員 20 名 

※ボランティアラン参加者は、レース参加中以外は設営準備やコース誘導などボランティアとして大会運営にご協力 

いただくことを条件とします。 

・今大会レースで起こりえる問題（天候等）に対して外部の助けなしの自ら対処できる能力を有し、自己責任を十分理解 

していること。 

・大会参加者以外の公園施設利用者への配慮した運営に対して十分理解していること。 

・天候悪化、体調不良、コース離脱、転倒などによる様々な傷病のリスクについては、すべて参加者の自己責任となり、 

主催者は一切責を負いません。 

 

■参加料金    

・シングルラン   1 名  4,000 円（2 時間耐久）、 3,000 円（1 時間耐久） 

・リレー        1 チーム  チームエントリー料 2,000 円＋＠2,500 円/名×人数の合計 

              例) 1 チーム 4 名で参加の場合、2,000 円＋2,500 円×4 名＝12,000 円 

 ・ボランティアラン 1 名 1,500 円 

※参加料には、500 円/名の「希望が丘みらい基金」への寄付が含まれております。 

※自己都合による申込取り消しや二重申込はできません。 

※申込後の自己都合による参加料・手数料の返金は一切行いません。 

※大会開催 3 日前までにコロナウイルスによる影響で中止した場合は、参加料（すでに掛かっている経費と手数料を差し 

引いた金額）を返金いたします。 以降は、荒天・天災・事故・事件・疫病等いかなる理由の場合でも参加料・手数料の返金は 

一切行いません。 

 

■エントリー期間  2021 年 3 月 1 日 （火）～5 月 11 日（水） 但し、カード払い、Amazon Pay のみ 14 日(土)まで 

 

■エントリー方法  e-moshicom（モシコム）、スポーツエントリー 



   

 

■当日スケジュール 

  08:15  参加者受付開始 

  09:00  競技説明会 

  09:30  ３時時間耐久チームリレー スタート 

  09:40  2 時間耐久シングルラン／１時間耐久シングルラン＆ボランティアラン スタート 

  12:30  各種目優勝者撮影 → 解散  

   ※大会パンフ記載からスタート時間を変更しておりますので、ご注意ください。 

 

■エイドステーション 

※エイドに立ち寄る際は備え付けの手指消毒剤を利用してください。 

・新型コロナウイルス感染症対策のため、補給食の提供はございません。携帯食、飲物などを各自ご用意ください。 

・給水は紙コップのご用意いたしません。マイボトル・マイカップへの給水となりますので、各自マイボトル・マイカップを 

持参ください。 

※個人エントリー選手（シングルラン）には各自でご用意される個別ドリンク類の設置ゾーンをご用意いたします。 

※チームでの私設エイドによる給水・給食のサポートの際にも必ずマイボトル・マイカップの使用と個食をご徹底願います。 

※スポーツ会館改装工事完了につき、更衣室はご利用できますが、できるだけ着替えを済ませてご参加ください。 

 

■着順判定 

・着順判定および記録計測は計測タグ（回収不要タグ）にて行います。 

・個人／ボランティア 1 時間・個人 2 時間・チーム 3 時間で、１周約 3km のコースをどれだけたくさん走れるかを競う。 

・同周回で、順位を競う場合は、計測ポイントに先着した個人・チームを上位とする。 

・チームの交代は、エントリーメンバーであれば、指定交代場所において、何度でも可。 

 

■表彰 

・各カテゴリー1～3 位  準備が整い次第、表彰状を授与いたします。WEB 方式でも提供いたします。 

 

■完走証・記録（LIVE 速報含む） 

 ・すべて WEB 方式にて提供いたします。 

 

 

■大会規則 

・主催者が指定したコースを走ってください。 

・定められたコースのタイムレース方式（所要時間内での周回数を競う） 

・競技を棄権する場合は、安全確認上必ず近くの係員に申し出てください。 

・競技続行が不可能と思われる選手は、主催者側の判断で棄権してもらう場合があります。 

・以下の選手は失格にします。 

1．競技規則に違反したり、大会スタッフの指示に従わなかった選手 

2．ゼッケンを確認できる位置に装着しなかった選手 

3．ゴミを故意に投棄したり、自然保護に違反する行為があった選手 

4．主催者側が危険走行と判断した場合 

・狭い箇所で公園施設利用者を追い越す時やすれ違う時、公園に遊びに来ている小さなお子様が近くにいる時は、 

特に注意し、挨拶などで注意喚起することはもちろん、減速・停止など安全第一でお願いします。  

・コースには他の利用者やハイカーさんもたくさんいます。 競技規則だけでなく、マナーにも注意してください。 

選手、スタッフ、大会関係者のマナーが悪かった場合、次回の大会を開催できなくなることがありますので、十分に 

注意してください。 

・申し込み後にキャンセルされた場合、参加料は返還しません。 

・参加者が自分自身、あるいは第三者に与えた損害について、主催者は一切の責任を負いません。 

・レース中の事故については、応急処置のみ行いますが、それ以外の責任は負いません。また傷害保険による保険給付 

限度額以上の補償には応じません。保険給付限度額以上の補償が必要な場合は各自で加入して下さい。 

※レース中の映像、記録、写真、記事等の新聞、雑誌、テレビ、インターネット等への掲載権は主催者に属します。  

  ※ゴミはすべて各自必ず持ち帰ってください。 

 

 

 



■コロナ感染症拡大防止対策 

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため滋賀県または野洲市よりイベント自粛要請等が発令された場合、会場と 

なる希望が丘文化公園の使用が禁止となった場合には、開催を中止とさせていただきます。 

下記に該当する方は参加をご遠慮いただきます。 

・感染者または濃厚接触者または隔離措置対象者等。 

・37.5 度以上の発熱、咳、嘔吐感、倦怠感など風邪の症状やウイルス感染と疑われる症状のある方。 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方。 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされている国、地域等への渡航または当該 

  在住者との濃厚接触がある方。 

  

大会当日は下記へのご協力、ご理解をお願いいたします。 

（1）大会 14 日以上前から新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」を使用し、大会中は携帯してください。 

（2）「健康管理チェックシート」提出時に検温と体調の確認を行います。 

（3）マスクは競技中も常に所持してください。スタート前、エイド、休憩時、リタイア後、フィニッシュ後などでは必ず 

マスクを着用してください。また混雑時には周りの方と十分な間隔を取るよう努めてください。 

（4）スタート前、フィニッシュ後などマスク未着用時（緊急時を除く）は会話を控えてください。 

（5）走行中は周りの人との間隔を確保してください。 

（6）エイドに立ち寄る際は備え付けの手指消毒剤を利用してください。 

（7）ハイタッチやハグなどの行為は避けてください。 

（8）大会終了後 14 日間以内に新型コロナウイルス感染が判明した場合は、主催者へ速やかに報告してください。 

 

■その他 

（1）会場使用について 

※スポーツ会館改装工事完了につき、更衣室はご利用できますが、できるだけ着替えを済ませてご参加ください。 

※テントやビニールシートなどは他の公園利用者に迷惑がかからないよう設置指定ゾーンを設けますので、十分な 

距離をとった上で譲り合って設置してください。 

（2）荷物預かりについて 

※貴重品を除き、おひとり様およびチーム単位で 1 点のみ 

（3）リレーメンバー変更について 

※リレーメンバー変更は、当日、受付にて承ります。また誓約書兼健康管理チェックシートは、実際に走る選手の署名で 

お願いします。 

※当日チームメンバー変更で、男女が入れ替わり、部門変更が生じた場合や 2 名編成チームで 1 名不参加となり単独走 

となった場合は、すべてオープン参加となり、表彰対象はとなりません。加えて、再登録手数料として別途 1,000 円（税別） 

が必要となります。 

（4）スタートについて 

※コロナ感染症拡大防止対策として、選手同士の間隔を確保したエントリー順に設定したスタートポジションからの 

スタートとなります。 

 

（５）保険加入について 

※主催者で保険に加入しますが、個人でもご加入をお勧めします。 

主催者が加入するマラソン保険の補償・見舞金内容は以下の通りです。 

・死亡補償金 150 万円 

・入院見舞金 2,000 円（日額） 180 日以内の入院日数が対象 

・通院見舞金 1,300 円（日額） 180 日以内の通院日数に対して 90 日限度を限度 

 

■連絡先 

実行委員会事務局  リプラシングワークス合同会社内 「RUNtoRUN」 

info@re-plus-ing.com   TEL: 077-526-6180 （平日 9:00～17:00)  

 

■関連サイト 

 https://www.facebook.com/kibourelay/ 

 https://re-plus-ing.com/2022/kibourelay/ 
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