
第 101 回  学長定例記者会見  お知らせ事項３  

 

平成３０年８月 28 日 

 

第６回広島大学フェニックスリレーマラソンを開催します 

 

 

 広島大学体育会主催による「第６回広島大学フェニックスリレーマラソン」

を 10 月８日（月・祝）の体育の日に開催します。 

 9 つの参加部門を設け、2 名～10 名で構成するチームでたすきをつなぎ、

広島大学キャンパス内の約 1.６km の特設コースを 4 時間でどれだけ周回でき

るかを競います。 

 150 チームで熱いレースを繰り広げます。皆様の温かい応援をお待ちして

います。 

 なお、持参・郵送・FAX での募集締切は、９月７日（金）までです。ご参

加をお待ちしています。 

 

 

記 

 

 

【日 時】 平成３０年 10 月８日（月・祝） ※小雨決行 

【場 所】 広島大学東広島キャンパス 

【募集定員】 150 チーム（1 チーム：2～10 人、1,100 人程度） 

  ※コースの安全確保のため、規定の団体数に達し次第、募集

を締め切ります。 

【参加料】 一般の方 2,000 円／人 

 高校生以下 1,000 円／人 

【参加資格】 老若男女、学内外を問わず出場可能。ただし、健康であり、長

時間の運動を行っても支障がない方に限ります。 

【参加申込】 大会パンフレットの参加申込書に必要事項をご記入の上、持参

郵送もしくは FAX によりお申し込みいただくか、インターネッ

ト（http://runnet.jp）よりお申し込みください。 

【募集締切】 インターネット 平成３０年 9 月３日（月） 

 持参・郵送・FAX 平成３０年９月７日（金） 

【大会 HP】 http://home.hiroshima-u.ac.jp/husa1rm/husa/ 

 relaymarathon/index.html 

 

【お問い合わせ先】 

広島大学体育会窓口 

TEL･FAX:082-424-9217 

 



会場：広島大学東広島キャンパス　募集締切

（約1・6km）　　　ィンターネット

主催広島大学体育会　　　　　持参・郵送・FAX

平成30年9月3日伯）

平成30年9月7日㈱



■開催日．ノ′平成30年10月8日（月・祝）
燕悪天候による中l卜の場合はノ、会当日の‘l二前6時に大三三IIP

にてお知らせいたします

■開催場所　広島大学東広島キャンパス内
（東広島市鏡山1丁目）

●スケジュール（予定）

10月7日（日）

16：00　　　前日受付（18：00まで）

10月8日（月・祝）

当日受付（8：30まで）

開会式・チーム代表者会議

競技開始

14：00　i　競技終了

16：00　1解散

■募集期間
募集開始：平成30年6月1日（金）
募集締切：インターネット　　　平成30年9月3日（月）

持参、郵送、FAX　平成30年9月7日（金）

■お申し込みについて
右ページをご参照くださいこ

■募集定員
150チーム（1．100名程度）

※コースの安全確保のため、規定の匝l体数に達し次第、

募集を締め切ります＝

■参加料
一般　　　　　　　2．000円

高校生以下　　　1．000円

体育会（賛助）会員1，200円

苺参加紺二は、大会中のケカ等を保障する板書保険の掛け金か含まれます

う：・エントリーは参加料の振込をもって完J’とな：）ます

■出場資格
老若男女、学内外を問わず川場可能です。ただし、健康
であi）、長時間の運動を行っても支障がない万に限りま
すニJ

※広島大学の学生及び教職員は、東広島キャンパス・霞

キャンパスにて健康診断を行います（8J」・9月を予定

しておi）ます二）ので必ず受診してくださいニー　詳しくは

大会HPをご覧ください。

』その他
大会当日は駐車場に限りがございますので公共交通機関
をご利用ください。。

貴重品の管理は各自で行ってくださいニー　主催者は、盗難・
紛失などの責任は一切負いませんこ
ゴミは各自でお持ち帰りください。

■表彰／／9部門
各部門上位3チームは閉会式にて表彰を行います。入賞チームにはご協賛各社より副賞があります／

（A）一般の部 ���年齢・性別・所属を問わないチーム 

（B）小学生の部 ���小学生のみで構成されたチーム　手長ただし教師または保護者が3名までチームに加わることは認める【 

■ �（〔 �）中高生の部 �中高生のみで構成されたチーム 

■ �■ �）ファミリーの部 �家族のみで構成されたチーム 

■ �l �）なでしこの部 �女性のみで構成されたチーム 

（F）地域の部 ���東広島市民または東広島市在住の方のみで構成されたチーム 

（G）企業チームの部 ���同じ企業に所属するメンバーのみで構成されたチーム 

（H）OB・OGの部 ���広島大学のOB・OGのみで構成されたチーム 

L（l）広大の部 ���広島大学に在学中の学生・教職員のみで構成されたチーム 
（A）～（日　のいずれかの部にエントリーしてくださいこ　複数に該当するチームはどれか一つを選んでくださいニ
1チームの構成人数は2名～10名とします＝

本大会では上記の賞に加え、特別賞として以下の賃を設けます。
＜特別賞＞

大会を通して印象に残り、大会を盛り上げたチーム　☆全参加チームから3チームを決定します

■申込規定及び誓約項目
【申込規定】

1．競技者の大会中での自己京任を明確にするため、申し込みされた全

ての参加者は誓約項口に同意し、申し込みを行ったとみなします－

2．偶人が複数のチームで参加することはできません－

3．中込苦の個人情報は、本大会にl射）る業務及び今後の入会情報案内

を送付させていただく際に使用いたします＿　参加される方の同意無

しに第二者へ開示・掟供することはありません＝

【誓約項目】大会申し込みに際して参加者は以下の誓約事剃二l司意の上、
お申し込みください＿

1．主催者は参加者全員を対象にスポーツ傷害保険に　▲括加入いたしま

すが、保険適用外はl二1己負担としますこ　また、大会中における盗難・

紛失や傷病、不慮の疾病・事故等による処置は、応急処置を除いて
一切の責任を負いません．。

2．振込後の自己都合による種目変更、キャンセルはできません＿　不参

加、過剰入金、重複入金は返金いたしません
3．氏名・年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の川場等の不正日1

場は認められません＿　その場合は出場を取り消します一
Ll．地震・風水害・事件・事故等によるr「1止、または悪天候による申l卜

及び上記3の場合や、振込後のキャンセルについては、参加料の返

金はいたしません＿

5．大会「llの映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インター

ネットなどへの掲載権・肖像権は主催首に属します二

6．決められた場所以外への、ヒ入りは禁lLいたします

7．高校生以下の参加については、保護者の同意を得て参加してくださ
い二

8．有事の際（救急事案等）は運営本部にのみ、ご連綿をお願いいたし

ます　道営本部より、各所に連絡手配いたします



申し込み方法には以下の2通りの方法がありますこ　いずれかを選んでお申し込みください。

受付完了後9月下旬にチーム代表者宛てに大会詳細を記載した書類（競技規定及び大学へのアクセス等）を郵送にて
お届けしますノ

A　インターネット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込締切日　平成30年9月3日（月）

パソコンまたは携帯電話等から下記のURLにアクセスし、大会エントリーページの指示に従ってお申し込みください。

支払方法は、お申し込みの際にお選びいただけます（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。
※エントリー手数料が別途かかります＿

http：／／runnetJp「ランネット」で検索

B　参加申込書の持参・郵送・FAX

次の亘／、萱の手順でお申し込みください二

王∵申込規定を参加者全員が同意の上、以下の「第6
回広島大学フェニックスリレーマラソン　参加申

込書」に必要事項を記入し、持参・郵送・FAXの
いずれかの方法で広島大学体育会窓口に提出して

ください－．

妻右に指定する口座へ参加人数に応じた参加料の振
込を行ってください＝

振込をもって申し込み完了となりますので必ず期
限内に行ってください二

申込締切日　平成30年9月7日（金）

郵送、FAXによる受付先
〒739－8514

東広島市鏡山1－7－1

広島大学フェニックスリレーマラソン実行委員会宛
TEL・FAX：082（424）9217

振込先　　　　：広島銀行西条南支店
支店コート口座番号：支店コード207　し］座番号3271329

普通預金
受取人氏名

慧禁は讐票監禁誓浩志ノ烹闇願い　振込人
します

振込の際の控等は、リレーマラソン終J一時まて大切ここ†折三・してください

広島大学フェニックスリレーマラソン

実行委員会
※必ず参加申込書に記入したチーム代表

者様が振込をおこなってください。

第6回広島大学フェニックスリレーマラソン　参加申込書

幾該当部分に必ずこ：を
つけてください

lフリガナ）

チーム名

所属川体名

（A）一般の部

（D）ファミリーの部

（G）企業チームの部

小学生の部
なでしこの部

OGの部

（C）中高生の部
（F）地域の部
（Ⅰ）広大の部

電話番号　自宅等　　　　　　　　　　　　　　　　携　帯

メンバー表　　※氏名は稽書で丁寧にお書きください

振込金額 人×2，000円

高校生以下　　　　　　　人×1．000円

体育会（賛助）会員　　　　人×1200円 合計　　　　　　　円

誓約項目に参加者全員が
同意した上でチェック

※出場区分は該当する部門に丸を付けてください。複軌こ該当するチームはどれか一つを選んでくださ
い。兼記入又は複軌こ記入している場合、部門別の受賞資格を与えないことがあります。
なお、メンバーの数字は走る順番とは関係ありません。

※誓約項目に同意したことを示すチェック櫓にチェックがなければ参加できません。 P
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