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大会当日について

1. 大会当日の流れ

荒天時による大会中止等の連絡については、前日の 21：00 までに大会公式ＷＥＢ及び予め登録いただいている電子
メールへの連絡を行います。

三重県における緊急事態宣言の発令及びそれに準ずる状況になったときは大会を中止とする可能性があります。
中止の場合は遅滞なく、大会公式ＷＥＢページ及び参加者のみなさまへエントリー時にお聞きしたメールアドレスへ
ご連絡いたします。なお、居住地の各都道府県のまん延防止措置等の対策状況により、参加を辞退される方について、
参加料の返金等の対応はエントリー規約に則り致しませんが、全ての方に対して参加賞はお送りさせていただきます。

お問い合わせ先：大会実行委員会　事務局　0595-48-0268

レース当日ゴール後の記録証の発行は行いません。各自ＷＥＢにて記録の確認及び記録
証の発行を行ってください。
記録証のダウンロードは、右のＱＲコードを読み取りアクセスしてください。

● 荒天時の中止等の連絡について

● 新型コロナウイルス感染拡大時の中止について

● ＷＥＢにより記録証及び記録を表示

2. 大会の中止等について

３. 記録証及び選手の順位速報について

記録速報ＵＲＬ：https://timesync.jp/ninjatrail/2022/

時間 スケジュール

 5:00 -  5:45

 5:45 

 4:45 

 4:30 さるびの温泉駐車場開場

IGAGOE 受付

阿波地区市民センター駐車場開場

IGAGOE 選手整列・開会式

 6:00 IGAGOE スタート

時間 スケジュール

10:40

11:00 

10:45 

15:00 

17:00

17:15

10:00 ショートスタート

ファミリー整列

ファミリー開会式

ファミリースタート（２ウエーブ）

閉会

 14:00 表彰式

ショート関門

ロング・IGAGOE 関門

 9:45 ショート開会式

 6:40 

 6:45

 7:00

 7:00

 8:00 -10:30

 9:40

ロングスタート

ロング選手整列

ロング開会式

せせらぎ公園駐車場開場

ショートファミリー受付開始※

ショート選手整列

 5:15 -  6:30 ロング受付

※ショートの受付は 9：30 までです。



会場へのアクセス

4. 会場へのアクセス（マイカー・レンタカー）

6. 会場見取り図

大阪・奈良方面は中瀬ＩＣ

京都・滋賀方面は壬生野ＩＣ

名古屋方面は中在家ＩＣ

会場付近にはコンビニエンスストア
がありませんので、水分・行動食等
は予めご用意ください。

● 最寄りインターチェンジ

5. 上野市駅（最寄駅）から会場までのシャトルバス

帰り（さるびの発）
行き（上野市駅発）

1便 ２便

5：30
17：00 18：00

-

● バスダイヤ

上野市駅とスタートゴール会場間の無料シャト
ルバスを運行します。
行きは、１本のみとなりますのでご利用の方は
ご注意ください。



駐車場について

7. 同封する駐車券を確認し所定の場所へ駐車

さるびの温泉QR　
Googlemap

阿波地区市民センターQR
　Googlemap

せせらぎ運動公園QR　
Googlemap

徒歩での来場も可能ですが
車道の横断等の際は十分に
気を付けてください。

・駐車券に駐車場所を指定していますので間違えないよ
うにしてください。

・会場と阿波地区市民センター及びせせらぎ公園間は無
料のシャトルバスでピストン運行します。

● 駐車場利用の注意事項

さるびの温泉以外の駐車場はシャトルバスの利
用となります。時間に余裕をもってお越しくだ
さい。

駐車場は３ヶ所あります。参加者案内に駐車券を同封しますので、その駐車
券を必ず持参し、指定させていただいた駐車場入り口で提示してください。
駐車券がない場合はご利用いただけませんのでご注意ください。

・会場と阿波地区市民センターは約 2km（約 10 分乗車）、
会場とせせらぎ公園は約 10km（約 25 分乗車）です。
特にショートの部（せせらぎ運動公園駐車）の方は時間
に余裕を持って来場してください。

レース後最終の駐車場行バスに
乗り遅れないようにご注意ください。

駐車場入場の際は必ず
駐車券をご提示ください。

ご注意ください。

市民センター

開 場 バス始発 バス最終

さるびの温泉

せせらぎ
運動公園

阿波地区

4:30

4:45

7:00

19:00

18:00

5:00

7:10

- -

・シャトルバスは、乗車定員になり次第出発しピストン
運行します。阿波地区市民センターとさるびの温泉は概
ね 10 分間隔、せせらぎ公園とさるびの温泉間は 20 分間
隔です。

● 各駐車場と会場間のシャトルバスについて



新型コロナウイルス感染症対策について

8. 大会前日までに行うこと（参加者の皆様にも感染の可能性を低くするためにご協力をお願いします。）

・健康チェック記録アプリテレ
サーにて体調及び体温の記録を
お願いします。（別紙健康チェッ
ク記録アプリ使用方法参照）

抗原検査陽性又は 37.5 度以上
の場合は会場内に入ることが
出来ません。

・スタートラインを越えるまでマスクを着用してください。レース中はマスクの着用は
必要ありませんが、コース外へ外れる場合（トイレ・救護・リタイア者用の車に乗車す
る際）は必ずマスクを着用してください。

・種目別一斉スタートとします。係員の誘導に従い、選手間の間隔を十分取り整列してください。

・会話・ハイタッチ禁止・殺陣（おもちゃ刀での斬り合い。）もエアーでお願いします。

・食品は全て個包装での提供とします。
・給水は紙コップを使用しません。マイボトル・マイカップを持参してください。
・足の痙攣等軽度な症状では対応しません。

・フィニッシュ後すぐにマスクを着用してください。
・計測チップは各自で外して回収箱に入れてください ( 返却ない場合弁償となります。)
・完走証の配布はいたしません。ＷＥＢからダウンロードしてください。

・不特定多数・屋内・会話内で
の環境では必ずマスク着用をお
願いします。

● レース１週間前から

● 検温・抗原検査

● 日常生活でのマスク着用

9. 大会当日行うこと（参加者の皆様にも感染の可能性を低くするためにご協力をお願いします。）

提示提出がない場合は出走出来
ません。

● 健康管理アプリスマホ画面
     若しくは健康記録プリントの提出

● 不織布マスクの着用

● スタートの整列

● レース中の感染対策

● エイドでの対応

● フィニッシュ後

大会としての感染症対策について
主な感染対策
・今までの当日受付配布物を事前配布としスタッフ人員の削減により会場の密を避ける取り組みを行っています。
・健康チェックアプリによる記録や全選手への抗原検査等感染者リスクの削減に取り組みます。
・エイドやコース誘導も接触機会を減らす観点から最小人員の中で安全を担保し運営します。



配布物について

10. 事前送付物内容
・大会当日、ゼッケンやゼッケンに付けている計測チップを忘れた場合出走出来ません。

・本大会はゼッケンに取り付けた計測チップを使用しタイム計測します。ゼッケンをランニングウエア前面に付属する安
全ピンで取り付けてください。正しい位置に取り付けていない場合、正しく計測が行えないことがありますのでご注意く
ださい。

・大会に不参加の場合は同封する返信用封筒にて必ず計測チップを返却してください。

・大会に参加しない場合は必ず計測チップを返却してください。返却用の封筒
を同封していますので、切手を貼り付けの上ご返送ください。

・当日配布するビニール袋（４５L）に選手識別のために張り付けるためのシール
です。当日会場にお持ちください。

・検査キットに記載する検査方法を熟読のうえ当日会場に入られるまでに検査してください。

・受付場所で手荷物袋を配布しています（45L）。預けられる際はこの袋に入る大きさとしてください。

● ゼッケン（計測チップ付）

● 荷物預け袋貼り付け用シール

● 抗原検査キット

● 手荷物ビニール袋

体調チェックについて
感染対策に加えて久々のレースの方は特にご注意ください。
・コロナ禍でレース出場機会がなくなり久々のレースの方は特に、レースの感覚を取り戻すのに時間がかかります。レー
ス中の脱水症状の対策のため十分な水分と塩分・ミネラルの補給や、雨天時急激な気温低下やレースペースダウンによ
る低体温症などご注意ください。
・エイドや本部には看護師や医師が待機していますので、体調が悪いときは無理をせず申し出てください。

11. 当日配布物

12. 計測チップについて



健康チェック・必携装備チェックについて

13. 健康チェック及び必携装備品の確認を行います。

・受付会場にて、健康チェックと装備品の確認を行います。健康チェックアプリ若しくは健康チェック記録及び、抗
原検査の結果（スマホ撮影の写真可）、必携装備品及びゼッケンをすぐに出せるようにしておいてください。

・必携装備品について、以下から抜粋で 2点確認させていただきます。（IGAGOE は全装備品確認します。）ので全ての必
携装備をすぐに出せる状態にしておいてください。例年スタート時にザックを背負われてない方がいらっしゃいます。
その場合厳しく対処いたします。

● 健康チェック記録・装備品の確認について

このエリアを通過せず、ス
タートした場合は失格とし
ますので必ずチェックを受
けてください。

・男性については更衣室を設けてお
りません。この会場を準備場所とし
て使用してください。
ただし、一切の荷物を置くことはで
きません。

・女性については、研修棟を更衣室
としていますのでご利用ください。
P3-6 会場動線図参照

必携装備品
□携帯電話（エントリー時番号届出のもの）□水 (500ML 以上）□ゼッケン□ザック（ウエストポーチはザッ
クとして認めない。）□レインウエア上下□マイカップ□行動食□ファーストエイドキット□ポイズンリ
ムーバー□手袋□携帯トイレ□保険証 ( コピー可）□不織布マスク（着用しているもの+予備１枚以上）
【ロング・IGAGOE】上記必携装備に加えて□ヘッドライト□予備電池

間際になると混雑が予想され
ますので余裕をもってお越し
ください。スタートに間に合
わない場合出走できません。

ロング　6：00～ 6：30

混雑予想時間

ショート　8：00～ 8：30
ファミリー 9：00～ 9：30

STAFF STAFFSTAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF STAFF

STAFF

検温・ゼッケンチェック

装備品チェック

QRコード受付

荷物袋配布

男性ランナー
準備エリア

● 必携装備品の確認について



階段

スタートエリア
（黄色部分）

スタートエリア
（黄色部分）

スタート及びレースについて

14. 一斉スタートですが整列は選手間の間隔を開けて整列

・選手以外はスタートエリアに立ち入らないようにしてください。

・コース上に白色テープでマーキング若しくは標識にて誘導しています。（おおむね 100ｍごと）しばらくしてマーキ
ングがない場合はコースロストしていますので引き返してコースに戻るようにしてください。

・ロード区間について一部道路占用していない区間があります。コース誘導スタッフの指示に従い走行してください。
なお、道路を走行する際は左側通行でお願いします。
・登山道以外を外れ走行しないようにしてください。植生など自然環境に影響を及ぼす可能性があります。
・本大会は安全上、ストックは西教山山頂までの使用は禁止します。また同様にイヤホンの使用は全域で禁止します。
・ゼッケンは必ず上半身のウエア前方に装着してください。また、レース中にゼッケンを紛失した場合失格とします。

・ゲートに設置する計測マットからのタイム計測とするためスタート位置の違いでのタイム差はありません。選手間
の間隔を保ち落ち着いてスタートしてください。

● 整列場所について

● 計測はスタートゲートのマットを通過したところから計測開始します。

15. レース中の注意事項について

選手導線（階段上り荷物預かりに荷物を預け
てスタート位置についてください。）

　スタートエリア
（黄色部分）

女性更衣室

荷物預かり

本部
テント

温泉玄関



レース後について

16. 荷物を受け取り温泉をご利用ください。

・温泉を利用する際は１階受付にてゼッケンを提示して温泉に入ってください。
● 温泉の利用について。

・温泉入浴前にしっかりと水分補給をしてください。
・当日寒い日となった時はいきなり温泉に浸かるとヒートショックなどの恐れがあります。少し落ち着か
れてから洗い場でお湯をゆっくりかけながら入浴してください。

17. 最終シャトルバスについて。
● 随時、さるびの温泉第一駐車場からシャトルバスが発車しますが、最終バスの時間にご注意ください。

阿波地区市民センター行き
せせらぎ公園行き
上野市駅行き

19：00
18：00
18：00

乗り遅れにご注意ください。



忍者トレイルランニングレース
関係者各位

①ご自身のスマートフォンにアプリをインストールしてください。

【iPhone用】https://apple.co/2EqnhJo 【Android用】https://bit.ly/2FR4kAm

もしくは、App Store（iPhone）、Play Store（Android）で「テレサ」を検索

■利用手順

■体調管理(検温・問診)期間

テレサによる体調管理について

③イベントを選択してください。

【大会前２週間～大会中体調管理期間】 １０月３１日（月）～ １１月６日（日）

忍者トレイルランニングレースでは「テレサ-体温記録活用アプリ-」による事前の体調管理を行います。

以下の手順に沿って利用してください。なお、利用できない場合は体調管理チェックシートでの提出となり

ますが、期間中に体調に問題があった場合は速やかに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。

②基本情報を登録してください。※既に基本情報を登録済の方は③にお進みください。

基本情報保存画面

基本情報を保存し、イベントに参加する

基本情報を保存しないで利用する

ユーザー名未登録

①

②

伊賀

①

2022/11/06
忍者トレイルランニングレース

さるびの温泉

伊賀

参加区分を選択します
（プルダウン式）

②

参加チェックをします

③

➃

伊賀

イガ

忍者トレイルランニング...

ナンバーカードの番号をご入力ください。

https://apps.apple.com/jp/app/id1527208310
https://bit.ly/2FR4kAm


④アカウントの追加・切り替え ※1つのスマートフォンで複数人の体調管理を行う場合

②

③

【アカウント追加】

④-2
ユーザー情報を引き継がず、
新しく追加する場合

④-1
登録されているユーザー
情報を引継いで追加する場合

④－2

＜ 登録画面 ＞

【アカウント切り替え】

使用したい
ユーザーを選択！

②

①
伊賀 伊賀 伊賀

伊賀太郎さん

④－1
伊賀太郎さん

伊賀

いが

伊賀

伊賀 太郎さん

①
伊賀花子さん

伊賀花子さん

伊賀二郎さん

伊賀花子さん

伊賀二郎さん

伊賀 花子さん

伊賀 二郎さん



⑤ 10月31日（月）～ 11月6日（日）の検温・問診結果を入力してください。

ロング

①

②

【検温入力】

【問診入力】

②

③

症状の有無を選択し、
確認をタップ

体温を選択し、
確認をタップ

⑥大会当日は『入場』ボタンをタップし、入場コード

をスタッフにご提示ください。

先に検温入力をすると自動的に問診入力に移行します。

2022/11/06
忍者トレイルランニングレース

さるびの温泉

伊賀

伊賀

伊賀

(2022/10/31)

③

11 06

11 06

伊賀

3110

ロング

忍者トレイルランニングレース

ロング

①

2022

2022

2022

お問合せ先

▼テレサに関するお問合せ

株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ

Mail：support@teresa-app.com

Tel：025-201-7666

▼大会に関するお問合せ

伊賀トレイルランナーズクラブ

Mail：iga@ninjatrailrun.com

忍者トレイルランニングレース

2022/11/06
忍者トレイルランニングレース

さるびの温泉

2022/11/06
忍者トレイルランニングレース

さるびの温泉

mailto:support@teresa-app.com
mailto:iga@ninjatrailrun.com


★有事の際、所管保健所に報告する重要な内容となります。必ず、正確に把握してください。（大会当日提出はしません）
10月31日 11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

※上記の❹に該当する場合、「誰」と「どこで」「何時から何時まで」にその状況があったか、必ず日誌やカレンダーに記録を残してください。有事の際にお伺いすることがあります。

※自己チェックシートは各自チェックを行うための用紙ですので提出は不要です。（スマホアプリを使えない場合はこちらで自己チェックを行ってください。）

【

重
要
8
項
目

】

❶PCR検査または抗原定量検査で陽性反応があった
❷３７.５℃以上の発熱があった
❸咳（せき）やのどの痛みなど、風邪の症状があった
❹だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）を感じた
❺嗅覚や味覚の異常を感じた
❻体が重く感じる、疲れやすいと感じた
❼新型コロナウィルス感染症陽性とされた人との濃厚接触があった
❽同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

健康管理自己チェックシート（原則は健康チェックアプリにて記録してください。アプリを利用できない方はこの用紙に記録） 【大会前】

❹普段一緒に生活していない人と、換気が十分でない部屋で過ごした

ご連絡先 ゼッケン番号

■日常生活について、下記該当項目にチェックしてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体　温（℃）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　付

❷頻回の手洗い、手指消毒を忘れることがある
❶外出の際、マスクを忘れることがある

❸ソーシャルディスタンスを忘れることがある

■大会前１週間の体調・行動で、下記該当項目にチェックしてください
　下記【重要8項目】にチェックが１つでもある方は、「体調・行動管理チェックシート【大会当日提出】」でチェックがつくことになるため、ご参加いただけません。
　ただし、該当する症状があった後で、医療機関等より取得したPCR検査・抗原定量検査の陰性証明書を当日ご持参いただいた場合は、大会医師の診断のうえ、参加していただくことができます。
　証明書の取得は自己負担でお願いいたします。

ご氏名



１　【重要】チェック欄にチェックが１つでもある方はご参加いただけません。　

　　ただし、該当する症状があった後で、医療機関等より取得したPCR検査・抗原定量検査の陰性証明書を当日ご持参いただいた場合は、　　
　　大会医師の診断のうえ、参加していただくことができます。証明書の取得は自己負担でお願いいたします。

２　感染拡大防止のため主催者が遵守をお願いする事項について、遵守いただけない場合は、他の参加者の安全を確保する観点から、
　　参加を取り消したり、途中退場を求めることがあります。

３　本イベント終了後２週間以内に新型コロナウィルスを発症した場合は、速やかに主催者に報告してください。
　　特に２日以内発症の場合はクラスター発生の恐れがありますので、大至急ご報告ください。

４　主催者は、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに注意しながら、このカードを本イベント終了後、少なくとも
　　１ヶ月間以上保存します。万が一、感染の報告があった場合は、国や自治体の衛生当局の求めに応じて、必要な情報を提供します。
　　

当日ご記入の上、ご持参ください。提出が無い場合はご参加いただけません。

PCR検査または抗原定量検査で陽性反応があった

３７.５℃以上の発熱があった

だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）を感じた

咳（せき）やのどの痛みなど、風邪の症状があった

体が重く感じる、疲れやすいと感じた

嗅覚や味覚の異常を感じた

チェック☑

忍者トレイルランニングレース2022　健康管理チェックシート

【大会当日提出（健康チェックアプリを利用できない場合は提出）】

10月31日（月）から当日における状況

歳

連絡先（携帯）

ゼッケン番号

ご氏名 ご年齢

℃

はい　・　いいえ

チェック欄（当てはまる場合は、チェックしてください）

本日　朝の体温

『不織布マスク』を着用している
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