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お問い合わせ

〒437-0062 
静岡県袋井市泉町2-7一般社団法人袋井市スポーツ協会
Email: fukuroi.taikyou@joy.ocn.ne.jp

0538-42-1920TEL:

0538-44-7701TEL:

一般社団法人袋井市スポーツ協会 /袋井クラウンメロンマラソン事務局

大会当日

火～日
９：００～１７：００ 月曜・祝日休

お
問
い
合
わ
せ

同封されていない封入物がございましたら、お手数ですが大会事務局までご連絡
いただきますようお願いいたします。

同
封
物

ナンバーカードと計測タグを忘れた場合、再発行するのに実費（それぞれ1,500円）が掛かりますのでご注意願います。

大会当日必ず持参ください！

同封物のご確認をお願いします！
● 参加案内（本紙） 　　●手荷物用荷札
● ナンバーカードセット （ナンバーカード・安全ピン・計測タグ・ビニタイ）
● 計測タグ返却用封筒　
● 参加賞引換券

参加賞引換券・ナンバーカード・計測タグは、

参加のご案
内この度は「第28回袋井クラウンメロンマラソン」へお申込みいただき

まして誠にありがとうございます。当日のご案内をお送りいたしますの
で、よくご確認いただきご参加いただけますようお願い申し上げます。
皆さまのお越しを心よりお待ちしておりますので、お気をつけてお越
しください。

一般社団法人 袋井市スポーツ協会
袋井市／袋井市教育委員会／静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所
静岡新聞社・静岡放送／エコパハウス
袋井商工会議所／浅羽町商工会／袋井市観光協会
袋井警察署／袋井市自治会連合会／袋井市交通安全会連合会／袋井市交通指導隊
袋井市陸上競技協会／袋井青年会議所／袋井市医師会／遠州袋井太鼓保存会／袋井市
スポーツ推進委員会／袋井市ホテル旅館組合／株式会社スズキ自販浜松袋井営業所
株式会社スズキ二輪／観光フロンティアガイドふくろい

袋井市立浅羽中学校・高南小学校・山名小学校／ふくろいイベントボランティア
の会／一般社団法人袋井市文化協会／社会福祉法人袋井市社会福祉協議会／袋井
国際交流協会／公益社団法人静岡県柔道整復師会／公益社団法人静岡県鍼灸マッ
サージ師会／東海アクシス看護専門学校／高校生ボランティア／袋井市内中学生
ボランティア
遠州トラック株式会社／磐田信用金庫／浜松信用金庫／遠州中央農業協同組合／
日帰り天然温泉 遠州和の湯／ハウス食品株式会社 静岡工場



●ナンバーカード（ゼッケン）と
　ランナーズチップ（計測チップ）について

･当日、ナンバーカード（ゼッケン）及びランナーズ
チップをお忘れになった場合は、再発行手数料とし
てそれぞれ1,500円を徴収させていただきます。 
大会当日まで保管には十分に注意し、お忘れになら
ないようにご注意ください。

・ランナーズチップは、ナンバーカードに同封の装着
説明書を参考にシューズに装着してください。

・ファミリーの部は大人の方がチップを装着し、2人
で手をつないでゴールしてください。

・ペアの部は１人の方がチップを装着し、２人で手を
つないでゴールしてください。

・ランナーズチップはゴール後回収させていただきま
す。万一紛失された場合は、実費を請求させていた
だきます。

・ご都合により会場に来られない方は、お手数ですが
同封されている「チップ返却用封筒」を使ってラン
ナーズチップをご返送ください。

〒152-8533
東京都目黒区原町1-31-9 
袋井クラウンメロンマラソン
計測タグ返却係行

ランナーズ
チップ返却先

●手荷物預かり

お手荷物は所定の場所でお預かりいたします。
※手荷物には同封の荷札をつけてください。
時　間： 7：00～15：30
場　所： エコパアリーナ

●参加賞引換え

参加賞・プログラムは、同封されている参加賞引換券と
交換でお渡しします。 引換券は必ず持参ください!

※できるだけスタート前に引換えていただけますよう
ご協力ください。

日　時： 前日 12月10日（土）13：00～17：00
 　　　引換会場：エコパスタジアム

 当日 12月11日（日）　7：00～15：00
 　　　引換会場：エコパアリーナ

●給水

フルマラソン 給水ポイント
ポイント 距　　離
第５給水 25.6km
第６給水 30.7km
第７給水 34.8km
第８給水 37.4km

ポイント 距　　離
第１給水 4.7km
第２給水 12.2km
第３給水 16.6km
第４給水 23.9km
エイドステーションを第4・８給水所に併設

●表彰対象

各部門の部門別　１～８位まで
その他、飛び賞・特別賞（遠来賞、最高齢者賞、ふくろい
賞）あり　※ふくろい賞：ナンバーカード下２桁、２９
（ふく）、６１（ろい）番の方が対象

●制限時間

10km・・・７０分 （関門第1ゲート）
フルマラソン・・・スタートから６時間
 ★途中関門時刻
　　 　第１関門　12.89km　11：04 （1時間54分）
　　 　第２関門　16.01km　11：32 （2時間22分）
　　 　第３関門　22.94km　12：29 （3時間19分）
　　 　第４関門　28.86km　13：20 （4時間10分）
　　 　第５関門　34.82km　14：11 （5時間01分）
　　 　第６関門　39.94km　14：54 （5時間44分）
マラソンスタート位置は自己申告制による持ちタイム順に整列します。
            A ３時間30分未満で走る方
            B ３時間30分～４時間30分未満で走る方
            C ４時間30分以上で走る方
（第３ゲート選手招集所にてスタート位置別にご案内いたします。）

※指定時間までに関門を通過できない場合には、競技を続行できません。
※レース走行中、交通状況により走者を停止させ、車両などを横断させる場合が
ありますので、係員の指示に従ってください。

※走者は原則として道路の左側を走り、中央線より右側は走らないでください。
※競技場へ入る第１ゲートで6時間を経過した場合、走行できません。

●タイムスケジュール

大会当日：12月11日（日）

  6：30 駐車場オープン

  7：00 参加賞引換え開始

  8：30 開会式

  9：10 フルマラソンの部スタート

  9：30 3kmの部（中学生以上）スタート

  9：35
 3kmの部（小学生）スタート

 3kmファミリー・ペアの部スタート

10：20 10kmの部スタート

15：15 閉会宣言/大会終了

●会　 場

小笠山総合運動公園内 エコパスタジアム
住 所：袋井市愛野2300-1

●開 催 日

2016年12月11日（日） 雨天決行



●会場へのアクセス

磐田掛川線

電車でお越しの方
・JR愛野駅から徒歩約１５分

お車でお越しの方
・袋井I.Cから約１５分、掛川I.Cから約１０分
・会場までは交通大渋滞が予想されますので、お早
めにご来場をお願いいたします。
・大会前日１２月10日（土） PM9:00～大会当日
１２月11日（日）AM6:30までは駐車場を利用
することは出来ません。　（車中泊も出来ません）

　　　 袋井・掛川ゲートは6：30開門
ただし、袋井ゲートは走路（コース）となり、8：30～1５：30
まで閉鎖するために入退場できませんのでご注意願います。

※駐車場は無料でございますが、できる限り公共交通機関を
ご利用ください（駐車場から会場まで徒歩約１０分～30分）。
詳細は別紙をご覧ください。

< お願い >
8:30以降、会場及び会場周辺道路では交通規制が行
われます。お車でお越しの方は8:30までに会場へお
越しください。

●メイン会場のご案内

本
部

① 男子更衣室

女子更衣室 ①

物販・フードブース

参加賞引換、荷物預かり、更衣室、シャワー室
テーピングサービス、遠来賞、ふくろい賞引換所

ゼッケン、計測タグ参加賞引換券を
忘れた方はアリーナ選手案内に申し出てください。

※第３ゲートから場内
　に入ってください。

補助競技場

第１ゲート
第２ゲート

第３ゲート
第４ゲート

アリーナ

選手集合場所

ウォームアップは
補助競技場をご利用ください。

参加賞引換所（当日）
手荷物預かり

① シャワー室
② マッサージ
　 メロンゾーン

■アリーナ

■選手案内

アリーナ
入口

スタート 全種目
ここからスタート

FINISH

②②

北側

旧西第１
駐 車 場

至 掛川 I.C.

東側

西側

南側

総合案内所

選手案内
至 

法
多
山

愛野駅愛野駅

（　　　　　）

●スタート前チェックリスト ●保険のご案内

下記項目（１～７）の中で、１つでも満たされない項目があれば、
レース参加については、慎重に判断してください。

□ １．体温は平熱である、熱感はない
□ ２．疲労感は残っていない
□ ３．昨夜の睡眠は十分にとれた
□ ４．レース前の食事や水分をきちんと摂れた
□ ５．かぜ症状（微熱、頭痛、のどの痛み、咳、鼻水）はない
□ ６．胸や背中の不快感や痛みはない。動悸、息切れもない
□ ７．腹痛、下痢はない。吐き気もない

入院・通院の保険金額は、治療実費に係わらず定額のお支払いです。

死亡・後遺障害

入 院 日 額

通 院 日 額

傷　害 1,500,000 円
疾　病 150,000 円
傷　害 2,000 円
疾　病 200 円
傷　害 1,000 円
疾　病 100 円

保険金額

対 人 賠 償

対 物 賠 償

1名につき 50,000,000 円
1事故につき 100,000,000 円
1事故につき 10,000,000 円

施設賠償責任保険

対 人 賠 償

対 物 賠 償

1名につき 50,000,000 円
1事故につき 100,000,000 円
期間中 100,000,000 円
1事故につき 10,000,000 円
期間中 10,000,000 円

生産物賠償責任保険

マラソン保険 賠償責任保険



袋井ゲート閉鎖時の
迂回ルート

袋井ゲート閉鎖時刻までは各ルートを
利用し駐車場までお越しください。
ゲート閉鎖後はマップの迂回ルートを
利用して駐車場へお越しください。
また、袋井ゲート付近は渋滞する事が
予想されますのでご注意願います。

駐車場から会場まで徒歩で約10～
30分かかりますのでご利用の際には
時間に余裕を持ってご利用ください。

■ 駐車場

■ 会場までのルート

P1～P4
P8～P12

 が駐車場になります。

愛野
駅

袋井
駅

掛川駅

磐田掛川線

小笠山総合
運動公園線

JR東
海道
新幹
線

JR東
海道
本線

小笠山総合運動公園
エコパ
スタジアム

東名高速
自動車

道

掛川ゲート

袋井ゲート

法多山

セブンイレブン

愛野公園

日本紙工業袋井バイパス
からの入口

県道413号線
からの入口

袋井南中

梅橋

251

403

402

251
403

253

402 403

久津部東

久津部

国本

至
掛
川
I.C.

大会会場
袋井ゲート閉鎖時間帯は
P4（旧西第１P）
P8（旧東第２P）

の駐車場が利用できません。

マラソンコースとなり
９時50分から交通規制
のため通行できません。

マラソンコースとなり
９時から交通規制のた
め通行できません。

★来場にはできる限り公共交通機関（JR愛野駅）をご利用ください。

大渋滞が予想されますのでお早目にお越しください。
袋井市キャラクターフッピー

公共交通機関

（JR愛野駅）が

ベストだよ！

交通案内図

８：３０～１５：３０まで閉鎖されます。袋井ゲート
閉鎖されている時間帯は迂回路をご利用ください。
なお、掛川ゲートは閉鎖されませんので入場できます。　※P10・P11・P12の駐車場をご利用ください。

開門時間:AM6:30

★8:30以降、会場及び会場周辺道路（マラソンコース）には交通規制が行われます。お車でお越しの方は8:30までに
会場へお越しください。　交通規制後は国道1号線を走行し掛川ゲートからお入りください。

応援ガイド

フルマラソンに参加される方でレース途中にリタイアした場
合は、第1次搬送場所の袋井北公民館に搬送し、順次（11:30
頃～）大型バスにてエコパスタジアムに搬送する事になります
のでご承知おきください。

広愛大橋（16.5km地点）で応援する方の為の
バスをご用意します。

●受付時間 8:00～9:00
●受付場所 総合案内所
●応援場所 広愛大橋

往路出発場所：P4 駐車場
出発時間：9:30
10:50に愛野公園からエコパに戻ります。

袋井クラウンメロンマラソンの完走記
録証をフロントにて提示していただ
くと、「和の湯オリジナルタオル」をさ
しあげます。

・JR袋井駅から南へ2.5km
・東名袋井ICから南へ10分
  ※エコパスタジアムより車で13分

【住　　所】〒437-1121静岡県袋井市諸井2022-3
【電　　話】0538-23-1500
【ホームページ】 http://www.yawaraginoyu.co.jp

日帰り天然温泉 マラソンの後は、

和の湯で疲れた体をリ
フレッシュ!!マラソンの後は、

和の湯で疲れた体をリ
フレッシュ!!

完走者特典！

■アクセス


