障がい者専用コース

バリアフリーラン（約 1.9km）

2017 年 12 月 2 日(土) ※⾬天決⾏

申し込み期間
2017 年 8 月 16 日（水）正午〜
9 月 5 日（火）17 時まで
（定員になりしだい締め切ります）

伊勢市を舞台に開催される人気のマラソン大会「中日三重お伊勢さんマラソン」にて、障がい者専用のコー
ス「バリアフリーラン（約 1.9km）」が開催されます！
このコースは、市⺠の皆さんなどからの要望により、2016 年に新設された種目です。
バリアフリーランの特⻑は、⼀人ひとりのペースに合わせて⾛れること。それぞれのお⾝体の状態や体⼒に
合わせて、ご家族やご友人、お仲間と⼀緒に、楽しみながら参加できます。ボランティアによる伴⾛・サポ
ートも可能です。
今年からは、ランニングの部と同じシステムを用いてのタイム計測も⾏うことになりました。
お申込みは伊勢志摩バリアフリーツアーセンターまで。皆さまのご参加、お待ちしております！
開催日
種目名/距離
対象者
参加条件
定

員

2017 年 12 月 2 日（土） 三重県営サンアリーナ周辺 ※⾬天決⾏
※「お伊勢さんマラソン ウォークの部」との同日開催です。
バリアフリーラン

／

約 1.9km（坂道あり）

⾞いすを使用している人や、視覚障がい、知的障がい、発達障がいなど何らかの障がいのある人
・家族、友人などの伴⾛可。ただし伴走者も参加料が必要です。
・ボランティアによる伴⾛・サポートも可。
・競技用⾞いすでの参加は不可。
・小学生以下の方は、必ず大人の方が伴⾛してください。
50 名

集合時間/場所

9：00〜9：40

スタート時刻

ウォークの部スタート完了後

制限時間

／

三重県営サンアリーナ

メインアリーナ内

※ウォークの部のスタートは 10：00 です

40 分

参加料

障がい者本人
伴走者

参加賞

オリジナルバスタオル・赤福餅（2 個）・ドリンク・★お伊勢さんチケット
※伴⾛者は赤福餅（2 個）・ドリンクのみ
★お伊勢さんチケット…会場内の物産展、またはおはらい町等の指定店舗で使用可能な
500 円分の⾦券（2017 年 12 月 2 日・3 日限り有効）

タイム計測

1 名 2,000 円
1 名 1,000 円

計時専門業者のシステムを利用し、ナンバーカードに貼り付けた本大会専用チップを読み取り、
タイムを計測します。

当日の駐⾞場

バリアフリーランに参加の方専用の駐⾞場を、サンアリーナの建物すぐ近くに確保します。
※希望者には、後日詳細をご連絡します。

申し込み期間

2017 年 8 月 16 日（水）正午〜9 月 5 日（火）17 時まで
※先着順に受け付け、定員になりしだい締切ります。

お申込み方法

後述の申込規約をご確認の上、できるだけ伊勢志摩バリアフリーツアーセンターWeb サイト上
の専用フォームよりお申込みください。申込み用紙をご希望の方は、下記までご連絡ください。
※他の種目とは申込先や方法が異なりますので、ご注意ください。

お申込み先

参加料
お振込先

NPO 法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽⼀丁目 2383-13 鳥羽 1 番街 1F
TEL：0599-21-0550
FAX：0599-21-0585
URL：http://www.barifuri.com
E-MAIL：iseshima@barifuri.com
ゆうちょ銀⾏の払込用紙を利用して、9 月 20 日までにお振込みください。
口座番号：00850-7-108072
加入者名：伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
※他の種目のお振込み先とは異なりますので、ご注意ください。
※お振込みが確認できた時点で、正式にお申し込み成⽴といたします。

バリアフリーラン
バリアフリーラン（約
（約 1.9km
km）
スタート！
スタート
⇩

コース
コースご案内
ご案内

メインアリーナ
アリーナ建物上方の
建物上方の道路

A 約 200ｍの⻑い下り坂
⻑い下り坂 傾斜 1.5〜2.0
1.5
度（※）
（※）
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

Ｆ

⇩
駐⾞場横の
駐⾞場横の道路を⾛る
道路を⾛る 傾斜なし
⇩
駐⾞場へ入る
⇩
トンネル内を
トンネル内を往復する
往復する
⇩
駐⾞場内を折り返す 傾斜ほとんどなし
⇩
約 200ｍの
ｍの⻑い上り坂
⻑い上り坂 傾斜 1.5〜2.0
1.5
度（※）
（※）
⇩★坂道ボランティア
★坂道ボランティアが常駐、介助
常駐、介助を受けられます
受けられます！

E

D
C
B
A

F

フィニッシュ！
※傾斜 1.5〜2.0
2.0 度とは？ ⇒ 約 3％
3
10ｍ進む間に、
10ｍ進む間に、30cm 上る（下る）程度の傾斜です
上る（下る）程度の傾斜です
す。
お伊勢さんマラソン
お伊勢さんマラソン申込規約
申込規約

（バリアフリーランもこの
バリアフリーランもこの
バリアフリーランもこの大会規約に準じます）
大会規約に準じます）
① 大会前に各自健康診断を受け、医師の指示に従って、各自の責任において参加してください。
② 競技中に発生した事故についての応急処置は主催者で⾏いますが、以後の責任は負いません。
③ 申し込み後の取り消しや不参加、並びに天災（警報発令等も含む）や感染症等による中⽌の場合についても参加料は返⾦し
ません。
④ 申し込み後の種目変更等については、⼀切受け付けられません。過剰入⾦、重複入⾦の場合も超過分は返⾦いたしません。
⑤ 申込内容記入の不備や虚偽申請があった場合は受理しません。
記入の不備や虚偽申請があった場合は受理しません。
⑥ 代理出場は失格となり、次年度以降の参加資格も失います。
⑦ 記入いただいた個人情報は厳重に管理されますが、主催、共催各社が開催するマラソン大会の案
記入いただいた個人情報は厳重に管理されますが、主催、共催各社が開催するマラソン大会の案
ますが、主催、共催各社が開催するマラソン大会の案内状等を送付する場合があ
内状等を送付する場合があ
ります。また、主催者もしくは委託先から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。
ります。また、主催者もしくは委託先から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。
⑧ 大会の映像・写真・記事・記録等において⽒名・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・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。
⑨ ランニングの部
ランニングの部については、コースの特性上、参加者の安全を確保するため、⾞イス等
については、コースの特性上、参加者の安全を確保するため、⾞イス等での参加はできません。
については、コースの特性上、参加者の安全を確保するため、⾞イス等 での参加はできません。

公共の交通機関をご利
公共の交通機関をご利用の方へ
用の方へ
① 近鉄五⼗鈴川駅
近鉄五⼗鈴川駅から無料シャトルバスを運⾏します。ただ
から無料シャトルバスを運⾏します。ただ
から無料シャトルバスを運⾏します。ただし、無料シャトルバスは⾞いす
し、無料シャトルバスは⾞いす
し、無料シャトルバスは⾞いすのままでの
での
乗⾞ができません。また、五⼗鈴川駅
できません。また、五⼗鈴川駅にはエレベーターがなく
できません。また、五⼗鈴川駅にはエレベーターがなく、
にはエレベーターがなく、⾞いすでの階段昇降時
⾞いすでの階段昇降時は、チェアメ
⾞いすでの階段昇降時
チェアメ
イト（キャタピラ式昇降機
キャタピラ式昇降機 を使用するため、⾞いすでの利用はおすすめできません。
キャタピラ式昇降機）を使用するため、⾞いすでの利用はおすすめできません。
② 近鉄鳥羽駅前の
近鉄鳥羽駅前の鳥羽バスセンター
鳥羽バスセンター8：40
鳥羽バスセンター
発の「
発の「CAN ばす」に乗⾞すると、
ばす」に乗⾞すると、9
9：07 にサンアリーナに到
着します（
（伊勢市駅発
伊勢市駅発の CAN ばすだと、始発でも
ばす
始発でも集合時間に間に合いません
集合時間に間に合いません
集合時間に間に合いません）。CAN ばすには⾞いす
ばす は⾞いす
のままで乗⾞できます
乗⾞できます。ただし、⼀度に乗⾞できる⾞いす
乗⾞できます。ただし、
乗⾞できる⾞いすの台数に
乗⾞できる⾞いす
数には限りがあるため、
限りがあるため、CAN
限りがあるため、
ばすご
ばすご利
用予定の方は
予定の方は、事前に
事前に伊勢志摩バリアフリーツアーセンターまでご連絡ください。
伊勢志摩バリアフリーツアーセンターまでご連絡ください。
●伊勢志摩バリアフリーツアーセンターでは、
伊勢志摩バリアフリーツアーセンターでは、下記についてのお問
伊勢志摩バリアフリーツアーセンターでは、下記についてのお問い
下記についてのお問い合わせも承ります。
せも承ります。
・会場、および他
会場、および他種目のバリアフリー情報・アドバイス
種目のバリアフリー情報・アドバイス
・お⾝体の不自由な方向けの観光・宿泊案内
お⾝体の不自由な方向けの観光・宿泊案内

など

●参加者には、
参加者には、
参加者には、11 月 21 日頃に、
日頃に 「参加案内（プログラム・ナンバーカードなど）
「参加案内（プログラム・ナンバーカードなど）」が郵送されます
されます。
バリアフリーラン
バリアフリーラン参加者へ
参加者へも同様にお送りしますが、発送日は、若⼲ずれる場合
も同様にお送りしますが、発送日は、若⼲ずれる場合
も同様にお送りしますが、発送日は、若⼲ずれる場合があります
があります。
【お申込み・お問い合わせ】NPO

法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

〒517--0011 三重県鳥羽市鳥羽⼀丁目 2383-13 鳥羽⼀番街 1F
営業時間 9：
9：00〜17：
：00
TEL：0599
0599-21-0550
0550

木曜定休

FAX：0599
0599-21-0585
0585

URL：http://www.barifuri.com
URL http://www.barifuri.com E-MAIL：
：iseshima@barifuri.com
iseshima@barifuri.com

