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ジヤパンノルディック・ウォークプレミアリーグ公認大会
《蒻)日

本市民スポーツ連盟認定大会

場所 :札幌市南区 藻南公園

9115スタート!!,晶裂翠始
○コース受付・出発時刻

参 加 費 1,000円

レンタルポール 500円
参加者様ご都合による申し込み取消の場合参加費の返却は出来ません。
*当 日受付も可能ですが参加賞がご用意できない場合がこざいます。

○新型コロナウイルス拡大防止のための運営・参加ガイ ドライン

主管 :北海道ノルデイ ンク・ウオーク連盟    協力 :NPO法人 札幌歩 こう会
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主催 :北海道ノルディック・ウォーク連盟

T・EL:011… 573…6000  FAX:011-573-6006
お受付時間 :平日 10:00～ 18:00(土日祝除く)

○お申込み方法

距離 受付開始 出発式 スター ト

10kmコ ース

8115 9:00
10km 9115

5km 91455kmコース

主催者側

緊急事態措置等により道・市よリイベント開催に関する要望等があつた場合、速やかに

中止等の判断を行い、申込者にご連絡致します。開催にあたり、以下防止策を講じます。
①運営スタツフのマスク着用 ②消毒・洗浄用品の用意 ③密集を防ぐためのスペースの確保
④受付時の混雑と密集を避ける ⑤更衣室、休憩・待機スペースは設けません。
③歩行時の並び方等を出発式の際に十分に案内致します。
②イベント終了後2週間以内に参加者の中から感染者が発覚した場合、
すみやかに参加者全員にご連絡致します。

防止措置

参加者への

協力要請

()参カロ条 件 以下協力要請に応じ額 けない場合、参加拒否・途帽 場等の措置を取らせて頂きます。

①以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること (イベント当日に確認を行う。)。

ア体調がよくない場合 (例 :発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)

イ同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ウ過去 14日 以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、
地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

②マスクを1寺参すること (参加受付時や着替え時等のスポーツを行つていない際や会話をする際にはマスクを着用すること。)
③こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。
④他の参加者、主催者スタッフ等との距離 (できるだけ2mを 目安に (最低 lm))を確保すること。

(障がしヽ者の誘導や介助を行う場合を除く。)

⑤イベント中に大きな声で会話、応援等をしないこと。
③感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。
②イベント終了後 2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、

主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。
③⑦に該当するケースが発生した場合、個人情報の取扱いに十分注意しながら、

イベント参加者のご連絡先等の情報を自治体等へ提出する事をご了承頂ける事。

正しいポールの使い方 。歩き方が

出来る事が、より健康に繋がります。

公認指導員の元、あなたも正しい

知識と歩き方を身に付けませんか ?

バッジテストには別途料金が発生します。
当日受付時にお申込み下さい。
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0裏面の申込書に必要事項を記載の上、

下記FA×番号、もしくはメール、

またはインターネットにてお申込み下さい。
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②参加費を以下口座にお振込み下さい。

北洋銀行本店営業部 店No028

(普 )2397055

全日本ノルディック・ウォーク連盟

北海道連盟本部 副会長森井隆

もしくは当日現金でお支払下さい。
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受付開始 8:15～

10kmコ ース 9115スター ト
藻南公園～石山大橋～真駒内公園～藻南公園コース

5kmコ ース 9145スター ト
藻南公園～石山大橋～藻南公園コース

藻南公園周辺地図

藻南公園
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2021/ルディック・ウォーク フェスタ inサ ッポロ 参加申込書
下記免責事項を良くこ確認の上、必要事項をご記入頂き FAXま たはメールにてお申込み下さし`。
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ゴール後にお楽しみ抽選会を行います。
ゴールの際に抽選券をお渡し致します。無くさないようお持ちください。
抽選会にご参加されない場合、当選は無効となります。賞品の配送等は致しま廿ん。
ゴールの状況により、開始時間が前後する場合がございます。ご了承ください。

バス時刻表 〈じょうてつバス〉
札幌駅→川沿 10Ⅲ2(お よそ 40分ほ ど)

7時 00分 〈||力墓8〉 石山中央経由 定山渓温泉行
7時 20分 (快速 7〉 川沿 162経由 豊滝行
7時 30分 〈快速 8〉 石山中央経由 定山渓温泉行
8時 00分 〈快速 7〉 川沿 162経由 定山渓温泉行
8時 15分  (快速 8〉 石山中央経由 定山渓温泉行

真駒内駅→川沿 10Ⅲ2(お よそ 17分ほ ど)

7時 19分 〈南 96〉 藻岩高校前経由 東海大学前行
7時 40分 〈環 96〉 南沢入口先廻り 藻岩高校→東海大
8時 03分 〈南 96〉 藻岩高校前経由 東海大学前行
8時 28分 (南 96〉 藻岩高校前経由 東海大学前行

*バスが混みあつている場合は次の便を利用して密集する事を避けてください。

会場最寄のバス停は「じようてつバス :川沿 1)2」 になります。
ひとつ手前のバス停に「藻南公園前」がありますが、スター ト
地点からは遠くなってしまうので、お気を付け下さい。

フリガナ 性  別 生 年 月 日

お名前 男・女

(西暦)

年   月   日  年齢   歳

ご住所

電話番号 E― mail

参加コース □5km  □fOkm レンタル

ポール

ポールレンタル (別途 500円 )

身長 (レ ンタルが必要な方)

□ 要  □ 不要

cmノルディック・ウォークの経験 □有り □無し

参加費の支払い方法 IIl事前 お振込み   □ 当 日支払 い  *事前お振込みの場合は下記口座にお振込み下さい。

新型コロナ拡散防止への協力 表面記載のコロナ拡散防止への要請内容に協力することに  □ 同意 す る

(つ

(2)

ベ

ス
して、参加者は下記の申込規約に同意
、予測不可能な状況が起こりえること、

同意します
ません.

はいたしません。
参加者個人の情報を取り扱います.なお、詳細については.下 記の『個人情報の取扱いについて』をご覧ください.

【本イベントでの個人情報の11又扱いについて】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、申込者との連絡調整のほか.緊急時における連絡等に使用いたします.

また、本イベント参加者の皆様の個人情報は.サ ービスの向上を目的とし、次のとおり利用します.`全 日本ノルディック・ウォーク連盟北海道支部からイベント等のご案内 2本 イベント協賛 協力 関係各団体からのサービスの提供 .

【参加申込金のお振込先】北洋銀行本店営業部 店No028(普 )2397055
全日本ノルディック・ウォーク連盟北海道連盟本部 副会長森丼隆

参加費 :ポールレンタル無し lJ000円  ポールレンタル有り f′500円  (お振込み手数料は各自ご負担下さい。)
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