コース図

救護所
給水所

オコタン分岐点

オコタンペ湖

27

第43回

歩く王

募集要項

トイレ

恵庭峠

ＡＥＤ

22

km

km

▲1319.7m

16 ラルマナイ川

恵庭岳

km

32
km

丸駒
▲828.9m

昼食休憩所

芸術の森

ラルマナイ川

丸駒分岐点

6

km

イチャンコッペ山

支笏湖

33 ゴール地点
km

支笏湖ポロピナイ

文

10 ゴール地点
km

真駒内カントリークラブ

地下鉄
真駒内駅

国際・日本市民スポーツ連盟認定

開催
日時

スタート地点

支笏湖 ▲865.8m
湖畔 紋別岳

開

10kmゴール

大会に関するお問い合わせ先

さっぽろ健康スポーツ財団 事業課
「北海道を歩こう」事務局

札幌市中央区中島公園1番5号 札幌市中島体育センター内
TEL（011）
530－5562
（9：00～17：00 土・日・祝日は休み）

場 7：20〜 開会式 8：00〜 スタート 8：15〜

集合
場所

エントリーに関するお問い合わせ先

札幌市立真駒内中学校
札幌市南区真駒内幸町３丁目
地下鉄南北線真駒内駅より徒歩３分

※駐車場はありませんので公共交通機関等をご利用ください。

（株）
アイサム内
「北海道を歩こう」
エントリーセンター

33
kmコース
10
kmコース

札幌市西区二十四軒3条4丁目6-7 第三栄輪ビル1F
TEL（011）622－6381（10：30～16：00 土・日・祝日は休み）

ゴール：支笏湖ポロピナイ

一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団は、令和２年４月１日に一般財団法人札幌市体育協会と
合併し、名称を「一般財団法人札幌市スポーツ協会」に変更する予定です。

スタート
地点
・この用紙は、機械で処理しますので、金額を
記入する際は、枠内にはっきりと記入してくだ
さい。また、本票を汚したり、折り曲げたりし
ないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は郵便局の払込
機能付きATMでもご利用いただけます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又は郵便局の渉
外員にお預けになるときは、引換えに預り証を
必ずお受け取りください。
・払込みの際、法令等に基づき、運転免許証
等、顔写真付きの公的証明書類のご提示をお願
いする場合があります。
・この用紙による、払込料金は、ご依頼人様が
負担することとなります。
・ご依頼人様からご提出いただきました払込書
に記載されたおところ、おなまえ等は、加入者
様に通知されます。
・この受領証は、払込みの証拠となるものです
から大切に保管してください。
・なお、備考欄に「口座払」の印字をしたもの
は、通常貯金口座から指定口座への払込みが行
われたものです。

ゴール：真駒内カントリークラブ

参加賞

参加者全員に記念タオル、
バッジ、
花の
種を事前発送、
ゆきのみず、
SOYJOY
を当日スタート会場にてお渡しします。

ゼッケン事前発送

※詳しくは募集要項中面をご覧ください。

SOYJOY（ソイジョイ）
提供：サツドラ／大塚製薬

※お一人様いずれか1本

ゆきのみず

■主

課税相当額以上

2020年

5月24日

真駒内中学校

■後
■支

大雪山の麓に眠る
限りなくピュアな天然水

花の種

提供：ロジネットジャパン

提供：緑創舎

抽選でスポーツグッズ等

催／札幌市 朝日新聞北海道支社 北海道ウオーキング協会 札幌歩こう会 札幌山岳倶楽部 ＨＴＢ北海道テレビ放送
北海道日刊スポーツ新聞社 さっぽろ健康スポーツ財団
援／日本ウオーキング協会 日本赤十字社札幌市地区本部 北海道理学療法士会 千歳市 支笏湖温泉旅館組合
援／陸上自衛隊第11旅団 札幌スポーツ救急委員会 札幌市スポーツ救護赤十字奉仕団 札幌市無線赤十字奉仕団
札幌市理学療法赤十字奉仕団

■協

賛／

■協

力／札幌カントリー倶楽部 北翔大学 支笏湖観光センター

緑創舎

（順不同）

申込方法及び申込期間

申込開始日 2020年3月23日㈪

※大会当日の参加申込はできません。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、大会を中止させていただく場合があります。開催状況につきましては大会ホームページ、
または朝日新聞音声案内（0180-991121）にてご確認ください。

1 郵便振替
払込取扱票
での申込み

申込締切日

添付の払込取扱票（コピー不可）に必要事項をご記入の上、参加
料を添えて、ゆうちょ銀行または郵便局でお申込みください。
確認用にコピーを大会まで保管されることをおすすめします。
※払込手数料が必要です。

2020年4月2日㈭
※当日消印有効

2 インターネット申込
インターネット
での申込み

3 直接申込

下記大会ホームページからエントリーサイトにアク
セスし、会員登録（無料）のうえ、お申込みください。
※エントリー手数料が必要です。
スマートフォンから申
込サイトに簡単にアク
※携帯電話対応不可（スマート
セスできます。
フォン除く）

申込締切日

2020年4月8日㈬

https://www.shsf.jp/walk

下記の受付場所へ参加料を添えてお申込みください。

受付時間・定休日等につきましては、各店舗へお問合せください。
◆さっぽろ健康スポーツ財団 事業課
札幌市中央区中島公園1番5号 ☎（011）530-5562
◆石井スポーツ（札幌店）
札幌市中央区北11条西15丁目 ☎（011）726-2288
◆札幌スポーツ館（本店）
札幌市中央区南3条西3丁目
☎（011）222-5151

申込締切日

2020年4月8日㈬

参加資格／すべての行程を完歩できる自信のある健康な方

まこまる
︵旧真駒内緑小︶

2,310
1,670
1,890
1,260
●申込後の参加料返金はいかなる場合もできません。
●中学生の参加は保護者の承諾が、
また、
小学生以下は保護者の同伴参加が必要です。
●ベビーカーでの参加はご遠慮ください。
●介添が必要な方は、
ご自身で手配してください。主催者での斡旋等は行っておりません。
●大 会 申 込に際して、
「 申 込 規 約 」および「 個 人 情 報 の 取 扱 いにつ い て」をよく
お読みください。
●大会実施の有無は、当日6：00〜8：00の間に朝日新聞音声案内（0180-991121）で
お知らせします。

❶国際・日本市民スポーツ連盟（Ｉ
ＶＶ・
ＪＶＡ）、札幌歩こう会の各歩行認定と
サッポロテトラスロンの認定を行います。
❷ゴール会場にて、スポーツグッズ等が当たる抽選の当選番号を掲示しま
す。
❸飲み物・着替え・雨具・保険証（写し可）等をご持参ください。
※紙くず・ペットボトル等のお持ち帰りにご協力ください。
❹「はやく」
「ふつう」
「ゆっくり」の歩行ペースごとに分かれて整列し、
「は
やく」から順にスタートします。
❺参加中の怪我等により入院、通院があった場合は、
「北海道を歩こう」事
務局までお早めにご報告ください。
また、大会当日の緊急時については、プログラム、ゼッケンに記載の緊急
連絡先までご連絡ください。
※本大会では、参加中の事故に備え、大会参加補償規程を定めておりま
す内容については、配布のプログラムをご確認ください。

3

地下鉄真駒内駅まで約20分

当選の発表は招待状の発送にかえさせていただきます）

応募サイトはこちら↓
http://t.asahi.com/tgorin
はがき・ＦＡＸでのご応募は下記まで

氏名、住所、電話番号、参加人数（１〜４名様）を明記の上、
〒０６０−８６０２ 朝日新聞北海道支社管理部
ＦＡＸ ０１１−２８１−２１１１

1,670円

問い合わせ：朝日新聞北海道支社 ０１１−２２１−４０７０

※33㎞コースの参加者は開演時間に間に合わない可能性が
ありますのでご注意ください

次回大会ご案内を希望

1,260円
ご依頼人欄に、おところ・おなまえをご記入ください。

1
4
4
4
4
3
4

14：45頃に1便

16：00頃に1便
17：00頃に1便

主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を
厳守するとともに、主催者の個人情報保護方針に基づき個人情報を取り扱います。また、大
会参加者の皆様の個人情報は、サービス向上を目的とし、次のとおり利用します。
①ゼッケンの送付
②大会プログラム・ホームページ・朝日新聞等への氏名・居住地の掲載
③大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供
④次回大会申込用紙のＤＭ発送（希望者のみ）
なお、主催者もしくはエントリーセンターから申込内容に関する確認のご連絡をさせて
いただくことがあります。

2,310円

1,890円

頃に

大会申込に際して、
参加者は下記の申込規約に同意のうえ、
お申込みください。
①自己都合による申込後の種目変更、
キャンセルはできません。
また、
過剰入金・重複入金の返金はで
きません。
②天災や地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病などによる開催縮小・中止等、
いかなる場合においても参加
料の返金はいたしません。
③参加者は、
心疾患・疾病等なく、
健康に留意して大会に臨むものとします。
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。
④参加者は、
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。
⑤参加者は、
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の異議を問いません。
また、
そ
の方法、
経過等について、
主催者の責任を問いません。
⑥参加者は、
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。
⑦大会開催中の事故・傷病への補償は本大会が加入した保険の範囲内であることを了承します。
⑧参加者の家族、
保護者
（参加者が未成年の場合）
、
またはチームメンバー
（代表者エントリーの場合）
は、
本大会への参加を承諾しているものと見なします。
⑨年齢・性別等の虚偽申告、
申込者本人以外の参加
（代理参加）
は認めません。
それらが発覚した場合、
参加者は出場の取り消し、
次回以降の資格はく奪等、
主催者の決定に従うものとし、
虚偽申告・代理
参加者に対する救護・返金等一切の責任を負わないことを了承するものとします。
⑩大会の映像・写真・記事等において氏名、
住所
（都道府県名または市町村名）
、
肖像権等の個人情報
が、
新聞・テレビ・雑誌・インターネット・次回大会のポスター・パンフレット等に掲載・利用されることを承
諾します。
また、
その掲載権・使用権・肖像権は主催者に属します。
⑪主催者は個人情報の保護法令を厳守し、
参加者個人の情報を取扱います。
なお、
詳細については、
下記の
『個人情報の取扱いについて』
をご覧下さい。
⑫上記の大会申込規約の他、
主催者が別途定める参加注意事項に則ります
（齟齬がある場合は参加
注意事項を優先します）
。

16646

西暦

年
（

月
日
）歳（大会当日）

男・女

出演：スポーツジャーナリストの増田明美さん
ＨＴＢアナウンサーほか（予定）
日時：
５月２４日（日）
１５
：
３０〜１７
：
００
場所：札幌市中央区
ニューオータニイン札幌（参加無料）
主催：朝日新聞北海道支社、
北海道日刊スポーツ新聞社、北海道テレビ放送
参加申込方法（５月８日締め切り 定員５００人 応募多数の場合

3

地下鉄真駒内駅・JR千歳-恵庭駅まで約50分

生年月日

特別トークイベント

朝日新聞の応募サイトから→

※27㎞地点において15:45までに通過できない方は、日没等による参加者安全確保のため、
参加者収容バスに乗車していただきますので、あらかじめご了承ください。

5
5

※ゼッケンの 発 送と保 険
加入のため、すべての
項目にもれの無いよう
ご記入ください。
（氏名・
フリガナ、住所の枝番・
マンション名など）

は抽選

※

■10㎞コース参加者バス時刻表 ■33㎞コース参加者バス時刻表

直接・払込
専用用紙

◎ゼッケン事前発送について

お申込みいただきました皆様へは、ゼッケン・プログラム等を大会２週間前（5月8日予定）
までに発送します。当日忘れずに持参してください。
※参加通知証の発送、当日のゼッケン引換はありません。
※紛失または忘れた方は、大会当日スタート会場の「総合案内」で対応します。再発行の
場合は実費相当額と手数料が必要です。
●ゼッケン表面…コメント欄 大会への意気込み等をご記入ください。
●ゼッケン裏面…メディカルチェック欄 緊急時の対応をより円滑にするためご協力をお
願いします。

❶この大会は順位や記録を競い合う競歩大会ではありません。マナーを守
り、
「ごみのポイ捨て」
・
「歩きタバコ」
・
「走る」などの行為はせずに、自
然とのふれあいを楽しみましょう。
❷水分補給はこまめに行ってください。
給水ポイント １０㎞・１６㎞・２２㎞・２７㎞（４箇所 ３３㎞コースのみ）
❸当日の天候に合った服装・装備でご参加ください。
❹以下の歩行ルールをお守りください。
①リーダー（先導役員）の追い越しは絶対にしないでください。
２２㎞地点からはフリー歩行となりますが、それまでは先導役員のペー
スで歩行してください。
②歩行者及び自転車の進路を妨げないでください。
市街地の歩道を通行時は、
２列歩行とし、歩行者・自転車に進路を譲っ
てください。
サイクリングロード通行時は、自転車に注意し、広がらず右側通行を心
がけてください。
③危険ですので無理な追い抜きはおやめください。
④車道には絶対に出ないでください。
工事等により一部車道を通行する場合があります。その場合は係員の
指示に従ってください。
❺ノルディックポールを使用する場合は周囲に十分注意しながら歩行して
ください。
❻参加賞（ゆきのみず（550ml）、
ＳＯＹＪＯＹ）は当日、係員にゼッケンを提
示してチェックを受けてから受け取ってください。
❼大会前に健康診断を受け、医師の指示に従う等、体調管理を行い各自の
責任で参加ください。また、大会当日、体調が悪い場合は、参加を取りや
めてください。
参加中は、常に自分の健康状態に気を配り、身体の調子が思わしくない
場合は、すみやかに歩行役員または、巡回車両役員（乗用車・バス・オート
バイ）にお申し出ください。
❽万一、非常事態が発生した場合は、大会役員の指示に従ってください。
※歩行距離が変更となる場合もあります。

