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久住高原クロスカントリー大会
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クロスカントリーコースガイド
（標高760mにある1周3000mの周回コース・高低差65m）

2020年
フィニッシュ

大会に関する最新情報や
悪天候による中止等は
公式ホームページをご覧ください。
悪天候による中止等は
市の公式ホームページにも
掲載します。

6km
RUN

3km

RUN

5月24日（日）

大会会場

大分県竹田市久住町南登山口

コー ス

日本一のマラソン練習コース

http://www.kujukogen-kurokan.jp/
http://www.city.taketa.oita.jp/

申込締切 ▶ 2020年

お申し込みは大会ホームページより
久住高原クロスカントリー

3月25日（水）

http://www.kujukogen-kurokan.jp/

第34回 久住高原
クロスカントリー大会

九州の中央に位置し竹田市が誇る
「日本一のマラソン練習コース」
で開催します。
天然芝で高低差65ｍの起伏ある自然のコースはスピード、持久力を高めるには最高です。
さわやかな久住高原で自分を試してみませんか。

開催日
受 付

2020年

〈雨天決行〉

5月 24日（日）

コース
大会日程

日本一のマラソン練習コース
【 開 会 式 】 8：20 〜 8：45
【 閉 会 】12：15
※年齢算出基準は、2020年5月24日現時点の満年齢とします。

大会ホームページまたは、電話エントリーで
お申し込みいただけます。
※大会当日の申し込みは受け付けできません。

参加料

（傷害保険込み）

・一般（18歳以上）
・
・
・
・
・
・3,500円
・
・
・
・
・
・1,500円
・中学生・高校生

※昼食は各自で準備してください。
※参加申し込み後の取消し・大会不参加の場合でも参加料はお返しできませんのでご了承ください。

参加賞

オリジナルTシャツ

※参加申込後のサイズ変更はできませんのでご了承ください。

表 彰
●各部門1位〜6位まで表彰します。（10名以下の場合は、表彰人数を変更させ
ていただきます）
●完走者には、完走証を贈ります。

記 録
●ランナーズチップを使用してタイム計測を行います。
ランナーズチップは、
シューズに正しく装着してください。
●ランナーズチップはゴール後係員が回収をしますのでご協力ください。
不参加の方は必ず返却してください。
（紛失した場合は2,000円を負担していただきます。
）

定 員
●大会運営上、
全種目合わせて定員を1,000名とします。
（うち9kmは
200名）
定員に達した段階で申し込みを締め切ります。

スタート予定時刻

中学男子
女子40歳以上
男子60歳以上

9：00〜
3㎞
9：15〜

男子50歳代
男子40歳代

9：30〜

男子18歳〜39歳（高校生不可）
男子16歳〜39歳（高校生以上）
男子40歳代

9：45〜
6㎞
10：25〜

女子18歳〜39歳（高校生不可）
女子40歳以上（60歳未満）
男子18歳〜39歳（高校生不可）
男子40歳代

9㎞

11：05〜

閉会予定

12：15〜

女子18歳〜49歳（高校生不可）

※郵振・FAXでの申し込み受付はいたしません。

※複数種目のエントリー可能。

離

女子15歳〜39歳（高校生以上）

男子50歳代

し、6km、9kmは中学生は不可
中学生以上 ※ただ
※中学生・高校生は必ず保護者の同意を得てください

距

中学女子

大分県竹田市久住町南登山口

参加資格

参加
申込方法

種 目

受付及び参加賞の引き換えは不要です。

ナンバーカード・ランナーズチップは5月中旬頃ご登録
の住所に郵送いたします。

※ナンバーカード・計測チップを忘れると、
再発行
（有料）
の必要がありますので、
忘れないようご注意ください。
※当日は駐車場の混雑が予想されますので、
なるべく乗り合わせてのご来場、
また早めのご来場をお願いします。

大会会場

種目・スタート予定時間

※表彰は、各部門ごとに随時行います。

スタート時間等は参加人数により変更がありますのでご注意ください。
※スタート10分前にスタート地点にお越しください。

その他
①大会当日は健康相談所を設けますが、体調に不安を感じる場合は出走を取り
やめてください。
②傷害保険には加入していますが、
各個人でも保険に加入することをお勧めします。
③競技続行不可能と判断した競技者は、審判員の指示により競技を中止してい
ただくこともあります。
④関門について
大会運営上6㎞の部及び9㎞の部には関門を設けます。
※6㎞の部 3㎞地点20分 ※9㎞の部 6㎞地点40分
このタイムをオーバーした場合は、
スタッフの指示に従い行動してください。
⑤スパイクの使用を認めますが、
ピンは9㎜以下とします。

申し込みから大会参加までの流れ
【申込締切】

3 25日（水）
2020年3月25日
（水）

インターネット 2020年 月
電話エントリー

申込方法

A

【ナンバーカード、
ランナーズチップ送付】
5月中旬頃

5月24日（日）

ナンバーカード、
ランナーズチップ等を大会の事前に送付します。
※大会当日の参加者受付はありません。

大会ホームページまたは、 電話エントリーでお申し込みいただけます。

大会ホームページ

申込締切日：2020年3月25日
（水）

インターネットから下記のURLにアクセスし、大会エントリー
ページの指示に従ってお申し込みください。支払方法は、
お申
し込みの際にお選びいただけます
（クレジットカード、
コンビニ、
ATMなど）
。
※事前にRUNNETへの会員登録（無料）
が必要です。
※エントリー手数料：支払総額4,000円まで220円。
4,001円以上5.5％
（税込）
※締切日前に定員に達した場合は募集を終了します。

大会ホームページ

http://www.kujukogen-kurokan.jp/

◉申込規約

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
金の返金はいたしません。
②当日不参加もしくは天候等の理由で主催者が大会開催不可能と判断した場合は参
加料の返還はいたしません。
③地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止・通知方法等につい
てはその都度主催者が判断し、決定します。
④私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレー二ングをして大会に臨みます。
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。
⑤私は、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。
⑥私は、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に異議ありません。
その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。
⑦私は、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
等の請求を行いません。
⑧大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の内容の範囲内である
ことを了承します。
⑨私の家族・親族、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、本大会が加入した保険の内容の範囲内であることを了承します。
⑩年齢・性別等の虚偽申告、
申込者本人以外の出場（代理出走）
はいたしません。
それ
らが発覚した場合、
出場・表彰の取り消し、次回以降の資格に対する救護・返金等一
切の責任を負わないことを了承します。
⑪大会の映像・写真・記事・記録等（氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報）
が新
聞、
テレビ・雑誌・インターネット・大会プログラム等に報道・掲載・利用されることを承
諾いたします。
また、
その掲載権・使用権は主催者に属します。

◉個人情報取扱いについて

http://runnet.jp/

B

【大会当日】

電話エントリー
（大会ID : 249453）

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
等を厳守し、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。大会参
加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、次回大会の案内等に
利用いたします。
また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせて
いただくことがあります。

申込締切日：2020年3月25日（水）

専用振替用紙でのお申し込みは廃止となりましたので、電話エントリーをご利用ください。

TEL：0570-001-661

〈電話会員登録・電話エントリー〉

はじめてご利用になる方（RUNNET電話会員登録）
電話会員登録（無料）
が必要です。事前に上記の電話番号にて会員登
録を済ませてください。会員番号をお伝えします。
（平日10：00〜17：00）

RUNNET電話会員登録済みの方
上記電話番号で、
「大会エントリー」を選択します。音声案内に従い、
プッシュボタンで会員番号や大会IDなど必要事項を入力し、
お申し込
みください。
（24時間対応）
エントリーに必要な「種目番号」
や質問項
目は右表をご覧ください。お支払いは、ペイジー対応ATM・ローソ
ン・ファミリーマート・ミニストップのいずれかを選択。

※通信料はご負担ください。

距離種目

エントリー種目名

1

一般男子（18〜49歳）

2

一般女子（18〜49歳）

3

高校男子

4

一般男子（18〜59歳）

5

一般女子（18〜59歳）

6

中学男子

7

一般男子（18歳以上）

8

中学女子

9

高校女子

10

一般女子（18歳以上）

9km

6km

3km

※エントリー手数料：支払総額が4,000円まで220円、4,001円以上5.5％（税込）

お支払いに必要な番号

種目番号

●お客様番号（※1）:＊＊＊＊＊（11桁）●確認番号：42195 ●収納機関番号（※2）:58021

※1：大会エントリー時に音声でお伝えします。※2：Pay-easy
（ペイジー）対応のATMのみ使用。
コンビニ払いでは不要。

⑥悪天候等で大会が中止になった場合、参加料は返還しません。

大会に関する
お問い合わせ

久住高原クロスカントリー大会事務局

〒878-8555 大分県竹田市大字会々１６５０番地 竹田市教育委員会 生涯学習課内

TEL 0974-63-4817（平日 8：30〜17：00）

