
大会スケジュール

春 忍 者
参 加 の ご 案 内

6:30 駐車場開門
7:00 受付開始（健康チェック・装備チェック）
8:45 受付終了
8:45 整列開始（A・Ｂ・C）
8:50 スタートセレモニー
9:00 A・Ｂ・Cブロックスタート
9:01 整列開始（D・E・Ｆ）
9:15 D・E・Ｆブロックスタート
14:00 A・Ｂ・Cブロック関門（５時間）
14:15 D・E・Ｆブロック関門（５時間）
13:00 表彰式

2022年３月６日（日）
皆様を６グループに分けます。

ナンバーカードの
アルファベットが
グループです。

お車の駐車場所 (P2、P3)
スタートブロック・スタート時間（P8)

例：「Ａ」ブロック
ブロックにより決まること

会場の混雑を避けるための対策です。



会場へのアクセス

１. 会場へのアクセス（マイカー・レンタカー）

２. 駐車場（Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆブロックの選手）

・Ａ及びＢブロックスタートの方は、さるびの温泉、第
2、第３駐車場をご利用ください。(P3-3 参照 )

・C・Ｄ・Ｅ・Ｆブロックの方は阿波地区市民センター駐車
場をご利用ください。

・両方の駐車場共に 6時 30 分に開場しますのでそれ以
前には駐車できません。

・会場と阿波地区市民センター間の無料シャトルバス（行
き）は 25 人乗り 2台体制で 6：40 からピストン運行し
ます。

● 駐車場利用の注意事項

Ｃ・Ｄ・E・Ｆブロックの選手用駐車場はスタート
会場から離れた場所（1.7ｋｍ）に駐車場があり
ます。時間に余裕をもってお越しください。

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。

レース後最終の駐車場行バスは 16：40 です。
乗り遅れないようにご注意ください。

● 最寄りインターチェンジ

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。

駐車場入場の際は必ず
ゼッケンをご提示ください。

ご注意ください。
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会場案内図

３. 会場動線図、Ａ・Ｂブロックの選手駐車場

・Ａ及びＢブロックスタートの方は、さるびの温泉、第 2、第３駐
車場をご利用ください。
・C・Ｄ・Ｅ・Ｆブロックの方は阿波地区市民センター駐車場をご利
用ください。

・会場到着後は先ず受付会場で健康チェックと装備チェックを済
ませてください。
・荷物は必ず荷物預かりに預けてください。

・受付場所でお配りする荷物預け用の４５Ｌのビニール袋に荷物を入れて荷物預かりにお渡しください。
・貴重品や精密機器や危険物等についてはお預かりできません。
・主催者は手荷物物品等の紛失等について一切の責任を負いません。
・レース終了後荷物を受け取る際はゼッケンを提示してください。

● 会場到着後は受付会場へ

４. 荷物預かり（7：00 ～ 8：45）

駐車場入場の際は必
ずゼッケンをご提示
ください。

ご注意ください。
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新型コロナウイルス感染症対策について

5. 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。

・ブロック別ウエーブスタートとします。係員の誘導に従い、前後左右 1.5mの間隔を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。

・参加賞のマスクは不織布マスクではありませんので必ず不織布マスクを着用してく
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 2週間前まで

● 検温・抗原検査

● 日常生活でのマスク着用

6. 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・ワクチン接種若しくはＰＣＲ検査結果の提示等感染者リスク
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。
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配布物について

7. 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。

・ゼッケンのアルファベットがスタートブロックになります。ブロック別の整
列位置及び時間やスタート時間をご確認ください。（P8-14 参照）
・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、春先の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。
・レース中盤にはレースランニングマーシャルを配置しています。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。

8. 当日配布物

9. 計測チップについて
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大会当日について

10. 大会当日の流れ

グループごとに駐車場位置が異なります。ＡＢグ
ループはさるびの温泉、Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆは阿波地区
市民センターです。今回ゼッケン提示にて駐車
場所の確認をしますので、駐車場にてゼッケン
を提示してください。

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。

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。

8：45 から 9：00 までの間①ウエーブにス
タートするブロック以外の選手は立ち入り
ができません。

● 健康チェックアプリ・抗原検査結果の確認
     及び必携装備を確認します。

● スタートブロックのスタート位置に各ブロッ
クのスタート時間を確認

● 駐車場の開場はいずれも 6：30

● 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

駐車（さるびの ・阿波地区市民センター）

健康チェック・装備チェック（受付）

スタート位置に整列

レース開始

着替え・荷物預け

6:30 開場

7：00 ～ 8：45

7：00 ～ 9：10

①8：45　②9：01

①9：00　②9：15

混雑予想時間 8：00 ～ 8：30

①ウエーブ　8：45 整列　9：00 スタート
②ウエーブ　9：01 整列　9：15 スタート

11. 大会の中止等について

12. 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/220306/
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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、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。

● 健康チェック記録・装備品の確認について

STAFF STAFFSTAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

STAFF

検温・ゼッケンチェック

QRコード受付
荷物袋配布

装備チェック

男性ランナー
準備エリア

STAFF STAFF

STAFF

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。
P3-3 会場動線図参照

● 必携装備品の確認について

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□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）

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。

混雑予想時間
8：00 ～ 8：30
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階段

音響
DJブース

救護
給水

（レース後）

本部テント
計測

チップ回収

正面玄関

荷物
預かり

女性更衣室

２
６
．
７

m ２
０
．
３

m

２
６
．
７

m

３
ｍ

STAF
F

STAF
F

Ａ・Dブロック B・Eブロック

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. 50 人ずつのグループで 2ウエーブに分けてスタート

・ゼッケンのアルファベット部分が整列するグループになりますのでグループご
との整列場所に並んでください。

・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、ポールの使用を禁止します。また同様にイヤホンの使用も禁止します。
・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。

・6つのグループに分けて３グループずつ 2回に分けスタートします。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

● 整列時間とスタート時間について

15. レース中の注意事項について

1.5ｍ 1.5ｍ
1.5ｍ

1.5ｍ

この選手の場合「Ａ」の
スタート位置に整列

1.5ｍずつの感覚を空け
てお並びください。

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。）

8:45 整列開始（A・Ｂ・C）
8:50 スタートセレモニー
9:00 A・Ｂ・Cブロックスタート
9:01 整列開始（D・E・Ｆ）
9:15 D・E・Ｆブロックスタート

受付の後荷物預け時にスタートエリ
ア（下記の図面黄色部分）へ侵入い
ただくことは可能ですが、8：45 分
の整列が始まりましたらＡ・Ｂ・Ｃブ
ロック以外の選手はスタートエリア
に入らないようにしてください。
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①ご自身のスマートフォンまたはタブレット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 
② イベント参加登録をし、必要な情報を入力してください。 
※「その他」欄にゼッケン番号を入力してください。 

 （別紙）健康チェック記録アプリ使用方法 
２月２１日（月）～ ３月６日（日） 大会２週間前 

３月６日（日）大会当日 

③ 2月21日～3月6日の検温、問診結果を入力してください。 
※先に検温入力をすると自動的に問診入力に移行します。 

④ 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。 

① 

② 

【検温入力】 

体温を選択し、 
確認をタップ 

③ 

02 

テレサ 

20 2022 

【問診入力】 

テレサ 

③ 

② 

(2022/02/20) 

【忍者トレイルランニングレースHARUNINJA・事前問診】 

症状の有無を選択し、 
送信をタップ 

忍者トレイルランニングレース… 

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 

2022/03/06 
忍者トレイルランニングレースHARUNINJA 
 
伊賀の国大山田温泉さるびの 

テレサ 

テレサ 

2022/03/06 
忍者トレイルランニングレースHARUNINJA 
 
伊賀の国大山田温泉さるびの 

出場選手 

2022/03/06 
忍者トレイルランニングレースHARUNINJA 
 
伊賀の国大山田温泉さるびの 

出場選手 

① 

忍者トレイルランニングレース
HARUNINJA 

2022/03/06 
忍者トレイルランニングレース
HARUNINJA 
 

伊賀の国大山田温泉さるびの 

出場選手 

06 03 2022 

忍者トレイルランニングレース
HARUNINJA 

06 03 2022 

忍者トレイルランニングレース
HARUNINJA 

06 03 2022 

３月６日（日）から大会後１４日間 
④ 大会終了後１４日間も引き続き検温問診入力を行ってください。 
テレサーに関するお問い合わせ 株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ Mail：info@albirex.com TEL：025-201-7666 
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★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）
2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

※上記の５～７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。

★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。（各自で大切に保管をお願いします）
3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

※上記の５～７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。

■大会前２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９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

【
重
要
９
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

❾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、
　 地域等への渡航または当該在住者と濃厚接触者があった

【大会前】

【大会後】

❽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
❼大人数のイベントへ参加した
❻大人数（５名以上）での会食をした
❺出張、遠征などで長距離の移動があった
❹接触確認アプリ（COCOA）からアラートがきた

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体　温（℃）
■大会後２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。

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

❼大人数のイベントへ参加した
❽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

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

❶PCR検査または抗原定量検査で陽性と判定された

❸ソーシャルディスタンスを忘れることがある
❹接触確認アプリ（COCOA）からアラートがきた
❺出張、遠征などで長距離の移動があった
❻大人数（５名以上）での会食をした

❾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、
 　地域等への渡航または当該在住者と濃厚接触者があった

❽同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる
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
❻体が重く感じる、疲れやすいと感じた
❺嗅覚や味覚の異常を感じた
❹だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）を感じた
❸咳（せき）やのどの痛みなど、風邪の症状があった
❷３７.５℃以上の発熱があった
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＜留意事項＞
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

本日　朝の体温

『不織布マスク』を着用している

 チェック ☑

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、
地域等への渡航または当該在住者と濃厚接触者があった

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

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

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

２月２１日（月）から２週間における状況

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）
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