
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆開催日 

 2017 年 5 月 14 日(日) 

◆会場 

 高岡古城公園 本丸広場 

   (富山県高岡市古城 1 番 9 号) 

◆主催 

高岡ねがいみち駅伝実行委員会 

 

◆共催 

高岡市、(公財)高岡市体育協会、高岡市陸上競技協会、

高岡市スポーツ推進委員協議会、 

高岡市交通指導員連絡協議会、 

元気たかおか未来会議、(一社)ウィズスポ、 

北日本新聞社 

◆協賛 

(株)北陸銀行、 

医療法人社団 整志会沢田記念高岡整志会病院、 

南陽(株)（サニーライブグループ）、(株)富山銀行、 

北日本新聞社 他 

 

 

◆大会開催可否について 

大会は雨天決行です。荒天等の諸事情による 

開催中止の場合のみ、大会当日の朝 6:00 から 

大会 WEB サイトで発表します。 

 

▼大会 WEB サイト 

http://www.wiz-spo.jp/takaoka-ekiden2017/ 

 

◆大会当日の連絡先 

 大会事務局：090–4666–9945(大会当日のみ) 

※荒天時の開催可否・開催地の天候状況・交通アクセ

スに関する、電話でのお問合せはご遠慮ください。電

話が混み合い、回線がつながらなくなるおそれがあり

ますので、大会 WEB サイトの中止表記の有無をご確

認ください。 

また、当日の欠席のご連絡は必要ありません。 

 

◆大会事務局 

ウィズスポ事務局(ルーツ・スポーツ・ジャパン内) 

 TEL：03-3354-2300 （平日 10:00～18:00) 

〒160-0011 

東京都新宿区若葉 1-4 四谷弘研ビル 1 階 

E-MAIL：info@wizspo.jp

 

 

 

 

 

 

 
この度は、「第５回高岡ねがいみち駅伝」にエントリーいただき、誠にありがとうございます。 

代表者の方は、必ずこの「参加案内書」の全文を事前によく読んでご参加ください。 

参加案内書【親子ラン】  

http://www.wiz-spo.jp/takaoka-ekiden2017/
mailto:info@wizspo.jp
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TIME 受付

8:00

6:30

14:00

13:30

12:30

13:00

12:00

11:30

11:00

7:00

8:30

9:30

10:00

レース イベント

10:30

9:00

7:30
7:00～8:15 キッズラン受付

7:00～8:45 親子ラン受付

7:00～9:30 駅伝受付

7:00～9:30 個人ラン受付8:35～9:00 キッズラン

10:15～12:45

駅伝

10:17～11:50

個人ラン

7:50～7:55 お祓い

9:40～10:00 親子ラン(未就学児)

10:45～ キッズ・親子表彰式

13:15～ 個人ラン・駅伝表彰式

8:00～8:25 開会式

12:25～ ビエノロッシLIVE

7:30～7:45 志貴野中学校吹奏楽部

13:45～ じゃんけん大会

9:10～9:35 親子ラン

10:25～ ととまるグランプリLIVE

13:35～ ととまるグランプリ表彰式

12:50～ 企業PR

12:00～ 映画「デンサン」トークショー

 

    ※スケジュールは予定につき、変更になる場合があります。 

 

■ゲスト情報（イベント詳細は大会 WEBサイトをご確認ください） 

【ゲスト】チーム「デンサン」   【ゲスト】ビエノロッシ    【MC】田島悠紀子 / タナベマサキ 

 

 

 

 

 

 

参加の手引き 

スケジュール  
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 受付 ～ 競技 ～ 表彰 の流れ                        

① 受付について 

■受付方法 

【受付時間】7:00～8:45  【受付場所】 高岡古城公園内市民会館前 (P.6「イベント会場マップ参照」) 

・受付時には、以下の２点を提出してください。 

1. 参加カード ・・・本参加案内書と同封しております。 

2. 参加チェックシート・・・本参加案内書と同封しております。必ず人数分ご記入いただいた上で、提出してください。 

  

■受付時にお渡しする配布物  

〇ゼッケン(計測タグ付き)  ○大会プログラム  〇参加記念品  ○ドリンク引換券   

 ※会場内の「ドリンクブース」で、1 人 1 本ドリンク引換券とドリンクを引換えてください。 

 ※計測タグが付いているゼッケンは「親」のみ。 

【ドリンク引換え時間：7:00～13:30】 

 

■ゼッケンについて 

・ゼッケンは 1 人につき 1 枚です。胸の位置に必ず見えるように安全ピンなどで付けてください。安全ピンは、ゼッ  

ケンと一緒に当日受付でお渡しします。 

・ゼッケンの右上に「親」と「子」の表示したゼッケンを１枚ずつお渡しします。「親」→親御さん着用、「子」→

お子さん着用、となりますので確認してからゼッケンを付けてください。 

・計測タグは「親」のゼッケンに取り付けています。 

・タイム計測は、ゼッケンに付いている計測タグにて行います。必ずゼッケンを胸の位置に付けて出走してください。 

 計測タグを取って走ったり、ゼッケンを付けずに走った場合、記録計測が出来ません。 

【ゼッケンの色】 

3 年生の部 … 男子：ミズイロ  ／  女子：ピンク 

2 年生の部 … 男子：キミドリ  ／  女子：オレンジ 

1 年生の部 … 男子：ムラサキ  ／  女子：キイロ 

未就学児  … 男子：ミズイロ  ／  女子：ピンク 

 

■代理出走について 

・無断での代理出走は一切認められません。これらの行為が明らかになった場合は失格の対象となります。 

 

■更衣スペース 

・高岡古城公園内市民会館内に男女更衣スペースをご用意しております(P.6「イベント会場マップ」参照)。  

スペースに限りがありますので、なるべく着替えやすい服装でお越しください。 

 

■荷物の自己管理について  

・親子ラン・個人ラン参加者のみ、本部で手荷物をお預かりしますが、屋外イベントテント内でのお預かりとな 

ります。また、園内「市民体育館」の鍵の掛かるロッカーを使用することが可能です。数に限りがございますので 

ご了承ください。(1 回 100 円リターン式) 

 

②競技について 

【A】ウォーミングアップ 

・園内でウォーミングアップが出来ます。 

※8:20 以降の園内コースへの出走は禁止です。また、公道でのウォーミングアップは一切禁止です。 

 

 

【B】選手集合～スタート 

・下記のとおり、集合・整列～スタートします。集合はスタート地点(射水神社の鳥居付近)にお集まりください。 

(P.6「イベント会場マップ」参照) 
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・「１～３年生の部」は１分間隔でスタートし、競技終了後「未就学児部の部」がスタートします。 

・「未就学児の部」は男子の部が終了後、女子の部がスタートします。 

 

【注意】 

エントリーが 30 組以上のカテゴリーは、同一カテゴリーを 

２つに分けてスタートします。２つのレースのタイム順に 

順位をつけます。 

※「２年生男子の部」「１年生男子の部」「未就学児男子の部」 

 「未就学児女子の部」の４部門は２つにレースを分けます。 

※「未就学児男子の部」「未就学児女子の部」は表彰および 

  計測はありません。 

 

【C】ゴールの方法 

・競技中は手を離しても構いませんが、ゴールする際は親子で必ず手をつないだ状態でゴールしてください。 

 

【D】計測タグの回収 

・競技終了後、ゼッケンに取り付けてあるタグを係員が回収します。 

万が一紛失された場合は実費(5,400 円)を請求します。 

 

【E】救護 

・競技中の事故については応急処置のみ行います。救護テントはイベント会場内にあります。体調不良の場合など

は、お近くの係員にお伝えください。 

<注意> 

気温・気象条件が変わりやすい時期ですので、無理な走りをせず、自分のペースを守りながら楽しく走りましょう。 

 

【F】棄権 

 ・競技途中で棄権される方は、お近くの係員にその旨を伝え、指示に従ってください。 

 

【G】伴走 

 ・競技中の伴走は、事前に申し出があり、許可した方を除き認められません。 

伴走が必要な方は、5 月 8 日(月)までに大会事務局に申し出てください。(ウィズスポ事務局 TEL：03-3354-2300) 

 

 

③表彰について 

・各部門 1~3 位を表彰します。表彰式の 10 分前(10:35)までにステージにお集まりください。 

 

④競技結果の掲示・掲載 

・競技結果は本部付近に掲示します。また、大会 1 週間以内に、全記録を大会 WEB サイトに掲載いたします。 

 なお、電話での問い合わせはご遠慮ください。 

 

⑤大会終了後 

■忘れ物について  

忘れ物は事務局で一時保管しますが、大会終了後 30 日を過ぎても連絡がない場合は処分いたしますのでご了承 

ください。 

 

 保険について                                                                 

事故による怪我などに関しては、主催者加入による傷害保険の範囲内の補償となります。補償内容に不安がある方

は、各自で保険に加入してください。(ご自身で保険に加入された場合は、必ず事前に補償内容・適応条件等をご自

身でご確認ください。) 

 

部門 集合・整列 スタート

３年生男子の部 9:10

３年生女子の部 9:11
２年生男子の部・Ａ 9:12
２年生男子の部・Ｂ 9:13

２年生女子の部 9:14
１年生男子の部・Ａ 9:15
１年生男子の部・Ｂ 9:16

１年生女子の部 9:17

未就学児男子の部・Ａ 9:40
未就学児男子の部・Ｂ 9:41
未就学児女子の部・Ａ 9:42
未就学児女子の部・Ｂ 9:43

8:55

9:25
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■補償内容  

【災害死亡補償】(傷害)200 万円 (疾病)200 万円 

【後遺障害補償】(傷害)200 万円 (疾病)200 万円 

【療養補償】(入院)：(傷害)3,000 円/日額 (疾病)3000 円/日額 ※入院限度日数 180 日 

【療養補償】(通院)：(傷害)1,500 円/日額 (疾病)1500 円/日額 ※入院限度日数 180 日 

 

 注意事項                                                    

◆参加における注意事項 

1. 大会は雨天決行です。荒天などの諸事情による開催中止のみ、大会当日の 6:00 から大会 WEB サイトにてお知

らせいたします。 

2. 大会スケジュールおよびコースは、諸事情により変更することがあります。予め、ご了承ください。 

3. 選手にとって「参加カード」(事務局より郵送)、及び「ゼッケン」(当日、受付にて「参加カード」と引き換え)

は、当大会の選手であることを証明するものとなります。各自管理をして紛失などしないようにしてください。 

4. 原則、受付での手荷物のお預かりはいたしません。 

5. ゴミは必ずお持ち帰りください。 

6. 敷地内は火気厳禁となっております。喫煙は所定の喫煙エリア(P.6「イベント会場マップ」参照)でお願いします。 

7. 健康管理に細心の注意を払い、主催者が設けた全ての規約、規則、指示に従ってください。 

8. 大会及び付帯行事で発生した事故に対して、自己の責任において一切の処理をしてください。 

9. 選手は大会の安全な開催・円滑な運営に努め、主催者・管理者並びに選手・関係者の誹謗・中傷を行ってはなり

ません。 

 

◆会場について 

・会場となる高岡古城公園本丸広場は一面芝生になっております。雨天時や防寒対策用に、レジャーシートなどの

敷物をご準備頂くことをお勧めします。雨天の場合も大会側では参加者用のテントは用意致しません。予めご了

承ください。※過去最多の参加者人数となり会場内の混雑が例年以上に予想されます。スペースには限りがござ

います。譲り合ってご利用ください。 

・芝生広場でテントを設置することは可能ですが(ペグ打ち可)、芝生を傷付けるような大型テントの設置は禁止です。 

また、芝生広場での火気の使用は一切禁止です。 

 

 ネガイのリストバンド                            

＜リストバンドにネガイを込めて、ねがいみちを走ろう！＞ 
事前に郵送する参加案内書類に【ネガイのリストバンド】を同封しております。 

【ネガイのリストバンド】に、皆さまの「ネガイ」を思いのままに書いていただき、当日お持ちください。 

大会当日はこれを腕に身に付け、あなただけの特別なネガイをリストバンドに込めて、「ねがいみち」を駆け抜

けましょう！走り終わったらおみくじのようにこの「ネガイのリストバンド」を括り付けて、皆さんの「ネガイ」

を射水神社でお預かりします。 

皆さんから預かった「ネガイのリストバンド」は、８月７日の高岡七夕まつり最終日にお祓いのあとお焚き上げ

を行います！ 

あなたはどんな「ネガイ」をこのリストバンドに記入しますか!? 

 

 

 

 

 

                                  ※油性ペンでご記入ください。 

 

 エイドステーション / イベント     ※給水ステーションは駅伝・個人ランのみとなります。                  
◆給水ステーション（提供：高岡西ロータリークラブ） 

今年も高岡大仏の脇のエイドステーションでは各種飲料を中心に補給物をご準備します。 万葉衣装に身を包ん

だ皆さんが応援とともにドリンクをお渡しします！ 

■イメージ 
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 ◆今年もやります！「べるもんた」ペアチケットが当たる！『じゃんけん大会』 

大会当日最後のステージは豪華賞品が当たるじゃんけん大会を行います。 目玉賞品は昨年から運行が始まった

城端線・氷見線観光列車「ベル・モンターニュ・エ・メール」（愛称：べるもんた）のペアチケット。最後のじ

ゃんけん大会までぜひご参加ください！※「べるもんた」のじゃんけんは参加者のみ対象 

◆記録速報サービス（無料） 

競技終了後はもちろん、競技中も自分のチームの順位・周回数・周回タイムが皆さんのスマホでリアルタイムに

わかる記録速報サービスを実施します！ 記録速報サイトは大会当日にお配りする「大会プログラム」でご案内しま

す。 

 ブース紹介                                    
 ◆ぜひ体感してください！「マッサージブース」 

（施術：じゅうべいグループ） 

今身体のどこかで不都合を感じている箇所はありませんか? 

そんなあなたにぜひ受けていただきたいのがカイロプラク 

ティック施術です。不都合を感じる身体の箇所に応じた相 

談から施術まで、無料で実施します。 

◆クラフト工房 LUNA 

『♪ 親子で楽しむ創作体験ワークショップ』 

親子でふれあいながら、世界で一つのオリジナルインテリア、 

アクセサリーを手作りします。 

 ・参加料 ￥500より(材料費等含む） 

 ・製作時間 約 10分～20分程度 

(体験メニュー） 

＊オリジナルインテリア、キャンドル作り 

＊かんたん！可愛いスイーツ DECO作り 

＊楽しいね♪ビーズアート作り  等を予定。 

※尚、当日は《高岡ねがいみち駅伝 2017》限定オリジナルバージョンもありますョ！お楽しみに～ 

 金森監督率いる「チームデンサン」の参加決定！                                 
映画「デンサン」の監督として、地元高岡の魅力を全国に発信する高岡市出身の金森正晃監督。 

映画に出演している富山県出身のタレント米田弥央さん、中島悠さん、貞ありささんなどが参加予定。 

撮影の裏話が聞けるステージでのトークショーもお見逃しなく！（ステージ 12:00～） 
 
◆映画「デンサン」 

舞台は、富⼭県高岡市。 

父、幸三郎が営む鋳物⼭場で働いている久遠茂（くおん・しげる）は、 

親子喧嘩していた。幸三郎は伝統を守ることを重んじており、茂は 

若い感性を取り入れたものを作って世界に高岡のものづくりの楽しさ 

を伝えるべきだと考えていた。頑固な父と、ものづくりの未来を考える 

息子。二人の意見は折合うことはなく、茂は日々、苛立っていた。 

一方、デザイン事務所に勤めている片折恵水（かたおり・えみ）。 

東京都出身。伝統工芸が盛んな高岡でクリエイティブな仕事をしたい 

と思い、デザインコンペに何度も挑戦しているが結果は通らない。 

縁もゆかりもない土地に来たにも関わらず、恵水もまた憤りを感じていた。 

やがて、ものづくりの街でであった茂と恵水。 

仲間たちとともに⼭分たちの伝統を切り拓く。 
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◆プレミアム試写会 

【場所】ウイングウイング高岡 

【日程】５月５日、６日、７日、20日、21日 

【時間】10:00～、13:00～、16:00～ 

 

 イベント会場マップ                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 付 

▼ブース 

①ドリンク引換ブース 

②マッサージブース（じゅうべいグループ） 

③クラフト工房 LUNA 

④スポーツオーソリティ / 高岡青年会議所 

⑤調整中 

⑥ととまるグランプリ本部 

⑦ととまるグランプリ店舗 
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 コースマップ                                

【重要】 

・コースは高岡古城公園内園路と周辺の公道を封鎖して実施します。 

 ・緊急車両など通行の為、競技を中断する場合があるので、予めご了承ください。 

  ＜距離：1.5km＞ 

 

 

 

▼未就学児 親子ラン 

スタート地点から片道約 100m。 

合計約 200m の直線往復コースを予定。 

の 

 

 

 

 

 同時開催：高岡流お好み焼き ととまるグランプリ 2017                                   
◆ととまるグランプリとは 

高岡に根差した食文化「すりみ」を使ったご当地グルメ「高岡流お好み焼き“ととまる”」でのまちおこし活動

イベント。今年もメイン会場内本丸広場で同時開催します！７店舗の自慢のととまるの中から皆さんが気に入っ

た店舗に投票してグランプリを決定します！  

 

◆出店店舗 

① 海鮮問屋 柿の匠 

② カフェ＆ダイニング ジャカッセ 

③ 北陸の四季の味 寿々屋 

④ 遊屋グループ 

⑤ 百万石うどん 大門店 

⑥ 婦中の風 

⑦ 沖縄元気料理 ゆいまーる 

 

◆MC 

島香織（高岡出身シンガーソングライター）、ミシシッピゆーじ 

※島香織さんのライブショー実施決定！10:25～（ととまる応援ソング「ととまるちゃん☆」等） 

 

◆スケジュール 

【販売・投票開始】9:15～ 

【投票締切】13:15 

【ととまるグランプリ表彰式】13:35～ 

 

 ★投票方法★ 

 お料理と一緒にお渡しする「箸袋」で行います。食べ終えた後に、箸袋を会場内に設置した出店者別の 

投票箱に投票していただきます。 

 

◆飲酒をしての競技参加は絶対におやめください。 

・アルコールを飲んだ状態での競技参加は絶対にやめてください。飲酒状態での運動は大変危険です。 

・会場内には一般来場者向けのアルコール販売ブースもありますが、競技参加者への競技時間中の販売は致しま

せん。 

・一般来場者の方におかれましても、車を運転される場合はもちろん飲酒は禁止です。 


