
第７回 四時間耐久リレーマラソン in フォレスタヒルズ大会要項 

 

■ 大会要項 

大会名： 第７回 四時間耐久リレーマラソン inフォレスタヒルズ 第 1戦 

種目： 四時間チームリレーマラソン および 四時間ソロマラソン 

開催日： ２０１８年５月２７日（日）  雨天決行 ※注意報・警報発令時は中止 

会場： フォレスタヒルズ （愛知県豊田市岩倉町一本松１－１） 

アクセス： 車： 東海環状自動車道＜豊田東ＩＣ・松平ＩＣ各＞１０分 

  鉄道：  愛知環状鉄道＜三河豊田駅＞よりタクシー２０分 

主催： 四耐フォレスタ大会実行委員会 

協力： フォレスタヒルズ 

企画運営： 株式会社トライアスロンステーション 

 

■ 募集要項 

 参加資格 

①フォレスタヒルズ特設コース１周（1200m）を１人で完走できる、小学生以上の健康な方。 

②大会ルールを守れる方。 

③HPの「2018年四時間耐久リレーマラソン大会第 1戦に参加される皆さんへ」を理解された方。 

 

 定員・表彰 

①ソロ部門   定員２００人 

ソロ(大会当日年齢) 性別 税込参加費 表彰＊ ラップ賞※  

２０～３９歳 男 4,000円 １～３位 

ソロ部門全体の１位 
２０～３９歳 女 4,000円 １～３位 

４０歳～ 男 4,000円 １～３位 

４０歳～ 女 4,000円 １～３位 

＊ラップ賞とは、ラップタイム（１周回毎のタイム）が一番速い選手に贈られる賞です。 

＊各部門共通、参加者が３名以内の場合の表彰は１位のみとさせていただきます。 

 

②リレー部門  定員９０チーム  各チーム３～１０名編成  チーム名 10文字以内 

リレー 条件 税込参加費(１人) 表彰 その他条件 

①一般 性別年齢混成可 
大人 3,000円 

子供 1,500円 
１位 代表者誓約書署名 

②女子 
女子のみ 

年齢混成可 

大人 3,000円 

子供 1,500円 
１位 代表者誓約書署名 

③カップル 
男女(高校生不可) 

２人編成 
大人 2,500円 １位 

女性が 1/3以上 

走ること 

④ファミリー 

単一 

２親等以内の 

単一ファミリー 

大人 2,500円 

子供 1,500円 
１位 

単一の家族親族 

保護者誓約書署名 

⑤ファミリー 

複数 

２親等以内の 

複数ファミリー 

大人 2,500円 

子供 1,500円 
1位 

複数の家族親族 

保護者誓約書署名 

⑥高校生 高校生のみ 高校生 1,500円 １位 保護者誓約書署名 

⑦中学生 中学生のみ 中学生 1,500円 １位 保護者誓約書署名 

⑧小学生 小学生のみ 小学生 1,500円 １位 保護者誓約書署名 

⑨ラップ賞 リレー部門全体 1位（１名） 



⑩仮装賞 ソロ・リレー全体 1名 （コーススタッフによる投票） 
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 参加資格補足 

 ファミリーおよび一般部門に参加可能な子供とは、小中高生が対象です。 

 「複合ファミリー部門」には、友達家族同士で参加できます。 

 「単一ファミリー部門」の参加条件である２親等とは？ 

→ 申込者の兄弟・父母・祖父母・子・孫・配偶者・配偶者兄弟・配偶者父母・配偶者祖父母 

 参加費に含まれるもの 

レース No，エイドステーション，大会保険，自動計測費，会場使用料，参加賞（大会記念品・昼食券）など 

 レース結果(リザルト) 

会場にて速報発表し、大会終了後 2～3日内に公式ホームページへ掲載します。 

郵送はいたしません。 

 

■ 申し込み方法・お問合せ先 
 入金方法  

 インターネットでエントリーの方は、各社指定の決済方法に従ってください。 

 入金手数料は、各自のご負担でお願いします。 

 郵送，ＦＡＸ，メールでエントリー希望の方は、 

→ 申込用紙が大会事務局に届き次第、ご入金のご案内を差し上げます。 

 入金後の返金はできません。 

 申込方法   

インターネットエントリー 
ランネット：        http://runnet.jp/ 

スポーツエントリー：   http://www.sportsentry.ne.jp 

郵送 大会事務局宛に、返信用 92円切手を同封のうえ、ご送付ください。 

FAX，メール (0564) 83-9452， info@tri-station.com 

 

 申込期間 

３月１日（木）～５月６日(月)参加費入金完了分まで。インターネットエントリーの場合は各入金案内に従う。 

 参加選手への案内  

 最終大会案内およびスタートリストを公式ホームページに掲載します。 

 最終大会案内およびスタートリストを必ずご確認ください。 スタートリストに相違がある、選手名が 

掲載されていない等がございましたら、５月１９日(土)までに事務局へご連絡ください。 

 申込先・問合せ先   

 四耐フォレスタ大会事務局 （担当 高橋） 

〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町越舞１９-１ ㈱トライアスロンステーション内 

TEL  (０５６４)８３－９４４２ （平日：１０～１７時） ＊不在時は留守番電話にコメントをお願いします。 

FAX  (０５６４)８３－９４５２ （２４時間） 

e-mail info@tri-station.com 

 『大会ボランティアスタッフ』 ３０名募集 

 活動内容： 大会コースおよび選手の安全確保と競技運営の補助 

 締切日： ５月１４日(月)正午まで 

 申込方法： お問合せ・お申込みは、大会事務局へご連絡ください。 

（氏名，年齢，性別，ご住所，連絡先，経験の有無を確認させていただきます。） 

 特典：  大会スタッフ Tシャツ，昼食補助，入浴補助券を進呈 

mailto:info@tri-station.com


P2 

■ 大会案内 

大会公式サイト  四耐フォレスタ  で検索  http://tri-station.com/event/yontai/ 

 
 スケジュール  

６：３０ 

 

会場オープン 

（時間前出入可ですが、大会準備の妨げにならぬよう願います。） 

６：４５～７：４５ 選手受付   

（チーム部門は代表者が受付におこしください。） 

７：４５～８：２０ 開会式・競技説明・ウオーミングアップ教室 

（メイン会場 Ｐ５前芝生ひろば） 

８：３０～ 

 

競技スタート    

応援・エクササイズ教室・グルメブースなどを、お楽しみください。 

１２：２０ 

 

最終関門  

（競技終了１０分前に関門通過しないと最終周回に進めません。） 

１２：４５ 

 

全競技終了予定 

クールダウン教室・グルメブースをお楽しみください。 

１３：１５ 表彰式・閉会式・抽選会 （メイン会場Ｐ５前芝生ひろば） 

 

 注意事項  

① 記録 計測は自動計測システムです。リレー中継は、計測チップ付タスキで行います。 

② 応急手当以上の対応はできませんので、各自体調を整えたうえでご参加ください。 

③ スポーツ大会につき会場全面禁煙です。 

④ 会場にはペットの同伴はできません。 

⑤ 当日のリレーメンバー変更は可能です。 

⑥ 申込書者以外の代理出走が判明した場合は、失格となります。 

⑦ 全ての参加者(監督・保護者)は本大会誓約書に同意の上、参加したものとみなします。 

 

■ コース・会場案内 

 コース・会場  

①  １周１２００ｍの特設コース  ※別途コースＭＡＰ参照 

②  周回コースだから安心。応援も楽しめます。 

③  オフロードやアップダウンがあり、飽きずに走れる四耐にふさわしいレイアウトです。 

④ メイン会場は応援者も大人も子供もくつろげる、気持ちのいい芝生広場です。 

⑤ エイドステーション(スポーツドリンク・水・バナナ・パン等)は、１か所です。 

⑥ 無料駐車場，トイレ，洗面，更衣室，有料ロッカー完備 

⑦ 飲食ブース，飲料販売，自販機あり 

⑧ 会場フォレスタヒルズ  http://www.forestahills.jp/ 

 
■ お楽しみイベント 

 毎年大好評！ウォーミングアップエアロビクス♪終了時にクールダウン教室も開催 

 『エクササイズ教室』 競技中に随時開催  ＊18歳以上の選手が参加できます。 

 『キッズコーナー』 （ぬりえ・折り紙・バルーンアートなど） 

 『フライトスポーツ』 ランニング用品販売ブース 

 手づくり飲食ブース（焼きそば・五平餅・とん汁・フランクなど販売） 
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誓 約 書 
 

 

私は、四時間耐久リレーマラソン in フォレスタヒルズ大会（以下「本大会」と略す）への参加にあたり、下記

誓約書の内容に同意し、誓約します。 

 

 

１． 私は、本大会主催者が設けた全ての規約・規則・指示に従うことに同意いたします。 

２． 私は、本大会が自然環境の中で行われるため、絶えず予期せぬ危険に直面していることを認識しています。 

３． 現在、の健康状態は良好であり、練習も十分に行っているため、本大会への参加に何ら問題を生じることはあ

りません。 

４． 私は、本大会より１年以内に医師による健康診断の結果、健康であることが証明されています。 

５． 私は、アレルギー体質・過敏症などの特異体質や既往歴など、さらには宗教上・その他の理由により、本大会

本部が緊急医療のために知っておいてほしいことがある場合は、事前に大会主催者に書面による申告をいたし

ます。なお、大会主催者からの要望があれば健康診断書・負荷心電図証明を提出します。 

６． 私は、大会開催中に負傷・自己遭遇・あるいは発病した場合、私に対する治療が施されることを承諾し、さらに

はその治療法および結果に対しても異議を申し立てないことを誓います。 

７． 私は、本大会開催中および付帯行事の開催中に私について負傷・死亡事故が発生した場合、これらに更に基

づいて後遺症が発生した場合、その原因の如何を問わず、本大会主催者が承諾した全ての関係者に対する責

任の一切を免除し、私に対する保証は、各個人にかけられた傷害保険の範囲内であることを確認・了承いたし

ます。従って、私は、個々に私自身・私の遺言執行人・管財人・相続人・近親者などの何れからも私が被った損

害の賠償請求・訴訟の提起およびそれらのための弁護士費用などの支払い請求を一切行わないことを誓いま

す。 

８． 私は、個人の所有品および運動用具の管理について一切の責任を持ち、本大会関係者に対しその紛失・損害

を追求しないことを誓います。 

９． 私は、私の肖像・氏名・住所・年齢・競技履歴等が本大会に関する広告物全般・報道メディアにおいて使用され

ることを了承し、これらに付随して大会主催者・管轄競技団体が製作する印刷物・ビデオ・情報的利用を承諾い

たします。 

１０． 私は、気象条件の悪化および競技環境の不良、また交通機関の不通により大会が取消になった場合、または

内容が変更になった場合においても、本大会参加に要した参加費・諸経費などの支払い請求などを一切行わな

いことを誓います。 

１１． 私は、私の家族・親族または保護者が本誓約書に基づく全ての内容を理解し、私の本大会参加を承諾していま

す。 

１２． 大会主催者にあらかじめ連絡しておきたい事項があれば、申込時に書面で提出いたします。 

１３． 私は、本大会への応募書類全ての記載事項が真実かつ正確であることを誓い、上記内容を十分理解した上で

参加します。 

■参加本人またはチーム代表者（監督）は、大会申込時に本誓約書への同意を必ず行ってください。 

■未成年の参加者については、保護者が本誓約書の同意をお願いします。 

■リレーメンバー変更時は、参加者および監督・保護者が本誓約書に同意したものとみなします。 


