参加のご案内
２０１７年
主催
協賛
協⼒

１２月２３ 日（土・祝）

⼀般財団法⼈アールビーズスポーツ財団
味の素株式会社
畑⽥本舗、スポーツ鍼灸セラピーえひめ

この度は
「愛媛 30Ｋ
（サーティーケー）
」
にお申し込みいただき、
ありがとうございます。
⼤会当⽇までに、
よくお読みいただいたうえでご来場ください。

送付物の
ご案内

1.
2.
3.
4.

ナンバーカードセット（計時⽤チップ、ビニタイ、チップ返却⽤封筒）
※当⽇の受付はありません。
各種チラシ
ナンバーカード、計時⽤チップを必ずご持参ください。
参加賞Tシャツ
駐⾞券（エントリー時に希望された⽅のみ）
⼤会スケジュール

開催⽇

２０１７年
会

１２月２３ 日（土・祝）

8:00 会場オープン
9:40 オープニングセレモニー

場

10:00 スタート

国領川河川敷 東雲陸上競技場

※ウェーブスタート

11:50 トップフィニッシュ（予測）

（愛媛県新居浜市）

14:08 レース終了

交通のご案内

※制限時間：4 時間

※⼤会当⽇の選⼿受付はございません。
事前に送付している、ナンバーカードと
ランナーズチップを必ずご持参ください。
※申告タイム順に整列してスタート
※制限時間を超過した場合は、競技を中断し
係員の指⽰に従ってください。

< 公共交通機関をご利⽤の⽅ >
■ JR 予讃線 新居浜駅から瀬⼾内運輸バス「東雲バス停」下⾞
徒歩約 5 分
< お⾞をご利⽤の⽅ >
■ 松⼭⾃動⾞道 新居浜 IC から約 1５分

⼤会に関するお問い合わせ
愛媛 30K ⼤会事務局（アールビーズスポーツ財団内）
事前

TEL.06-6305-6302

（平⽇ 10：00〜17：00 第3⾦曜⽇）
当⽇

TEL.080-9580-3476（⼤会本部）

※緊急時以外はご遠慮ください。

■開催可否についてのお知らせ
荒天・災害等による開催中⽌決定の告知については、
⼤会当⽇12⽉23⽇（⼟・祝）午前6時に⼤会公式HP
にてお知らせします。
電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

HP
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http://30k-series.com/ehime/

ウェーブスタートについて（２分毎）

会場について

安全、スムーズに⾛⾏していただけるよう、希望ペース、
申告タイム別にスタート時間を設定しました。事前に送付
しているナンバーカードに印字されている、各⾃のスタート
時間をご確認ください。

⼤会専⽤ではありません。⼀般来園の⽅と併⽤になります。
あらかじめご了承ください。

●10:00スタート
フルマラソン3時間以内ペース

●更⾐室

更⾐室 ・ 荷物預かり

約4:15/㎞

会場内に更⾐テントを設けていますのでご利⽤ください。

●10:0２スタート
フルマラソン3時間30分以内ペース 約4:58/㎞
●10:04スタート
フルマラソン4時間以内ペース

●荷物預かり
貴重品はお預かりできません。ご⾃⾝での管理をお願いし
ます。盗難について主催者は⼀切の責任を負いませんので
ご了承ください。

約5:41/㎞

●10:06スタート
フルマラソン4時間30分以内ペース 約6:23/㎞
●10:08スタート
フルマラソン5時間以内ペース

給⽔ ・ 救護所
●給⽔所

約7:06/㎞

コース上１カ所に給⽔所を設置します。

★各⾃スタートマット通過時からのタイムを計時します。

熱中症・脱⽔症予防のために、スタート前・レース中は
必ず給⽔を⾏ってください。

※申告ペースによりスタートブロックが決まっています。
グロスタイムとネットタイムにて計時のため、決まった
スタート時間より前のブロックへの変更はできません。

給⽔所では、
⽔、
スポーツドリンクなどを提供します。
●救護所

エントリー時の申告タイムより後のブロックから
スタートすることは可能です。
無理をせず当⽇の
体調によって、
ペースを調整してください。

1カ所設置（メイン会場）
⼤会競技中の怪我・急病については、応急処置を救護ス
タッフが⾏います。応急処置での対応が難しいと判断し
た場合、救急⾞の出動を要請して病院へ搬送します。

ナンバーカードとランナーズチップ

応急処置以降の治療については、各⾃の責任・判断にお
いて⾏ってください。

●今⼤会で使⽤するナンバーカードとランナーズチップを
事前に送付しています。

注意事項

ナンバーカード、ランナーズチップをお忘れになった場合、
再発⾏⼿続きが必要になります。
⼤会本部内の再発⾏窓⼝にて⼿続きを⾏ってください。
再発⾏⼿数料は 1000 円です。

●⾬天決⾏。但し、地震・⾵⽔害・降雪・事件・事故・疫病等
による開催縮⼩・中⽌、参加料返⾦の有無・額、通知⽅法
についてはその都度主催者が判断し、決定します。

⼤会当⽇まで保管には⼗分に注意し、お忘れにならない
よう、くれぐれもご注意ください。

安全に競技に参加して
●競技中は競技役員の指⽰に従って、
ください。

●ランナーズチップは、ナンバーカードセットに同封の取扱
説明書を参考に、シューズに正しく装着してください。

主催者加⼊の傷害保険の範
●⼤会開催中の怪我に関して、
囲内のみの補償になります。

ナンバーカードは前から⾒えるよう胸に付けてください。

●⼤会参加にあたっては⼗分なトレーニング・ウォーミン
グアップを⾏い、健康状態に留意してください。また、体
調不良の場合は無理せず、勇気を持って棄権するよう⼼
掛けてください。

レースに出場しない場合のランナーズチップ返却について
●⼤会当⽇、
⼤会当⽇、
来場する場合
会場内にあるヘルプデスクにランナーズチップをご返却
ください。

●天候が急変することも予想されます。⾬具の⽤意を忘れ
ないようにしてください。

⼤会当⽇、来場しない
来場しない場合
場合
●⼤会当⽇、

●⼤会出場中の映像・写真記事・記録のテレビ・新聞・雑
誌・インターネットへの掲載権は、主催者に属します。

ランナーズチップは、⼤会終了後２週間以内に同封の返
却⽤封筒でご返却ください（返却先は返却⽤封筒に印字
されています）。

●会場内は禁煙です。喫煙場はありません。
保険について
⼤会開催中のケガ等に関しては主催者加⼊の傷害保
険の範囲のみの保障となります（応急処置は主催者で
⾏います）。もし、⾛⾏中に気分が悪くなるなどの異変
を感じた場合、無理をせず近くのスタッフに声をかけて
ください。応急処置以降の治療については、各⾃の責
任・判断において⾏ってください。

※ランナーズチップが返却されない場合、実費を請求させ
ていただきます。

周回カウントについて
周回カウントのアナウンスは⾏いません。
各⾃、カウントをお願いします。
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コース MAP

※１周３㎞ ×１０周回
※周回数管理は各自行って下さい。
※コースは一般の方も利用します。
２列縦隊をこころがけて走行し、 一般来場者とぶつからないよう声を掛け合いましょう。

スタート
フィニッシュ

新居浜市
市民体育館

⼤会会場

折り返し
給⽔

東雲競技場

平形橋

敷島橋

国領川

会場図

フード
サービス

荷物預り

仮設トイレ

スタート
フィニッシュ

ケアサービス

給⽔

関係者駐⾞場

給⽔

⼥⼦更⾐室

男⼦更⾐室

本部

計測

救護

既設トイレ

アミノバイタルが愛媛30Ｋをサポート！
Ｋをサポ ト！
● 味の素株式会社

愛媛30Kに参加される皆様には、

レース中のアミノ酸補給に最適な
新商品「アミノバイタル アミノショット」と、
⻑時間エネルギー持続の
ー」を
「アミノバイタル パーフェクトエネルギー」
スタート前に配付します。
ーフェクト
20kmの給⽔所でも「アミノバイタル パー
りをサポート。
エネルギー」を⽤意し、レース後半の粘りをサポート。
ゴール後には「アミノバイタルGOLD」、
「アミノバイタルGOLD 2000ドリンク」を両⽅提供！
の皆様を
⽬標レースに向けて⾛り込むランナーの皆様を

HP

ートいたします。
「アミノバイタル」シリーズでフルサポートいたします。
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http://www.ajinomoto.co
http://www
http://www.ajinomoto.co.jp/aminovital/
ajinomoto co
o jp/aminovital/
jp/aminov

無

料

で

ランフォト＋とは…

あなたのレース写真がすぐシェアできる!!

登録はとってもカンタン！

⼤会当⽇に撮影されたあなたのレース写真がその⽇のうちにあなたの
Facebookタイムラインへ⾃動投稿されるランフォトに新サービスです。
プロカメラマンによるレースショットや感動のフィニッシュシーンを家族
や友だちとリアルタイムでシェアすることが出来ます！

①⼤会HPでナンバーカード登録

②レース会場で写真撮影

③あなたのFacebookへ⾃動投稿!!

愛媛30K⼤会HPの登録ページに埋め込まれている
ウィジェットへあなたのナンバーカード番号を登録。
⼤会前でも⼤会後でも登録できます。

ランフォト専属カメラマンがレース中のあなたの
姿を撮影します。
ナンバーカードを読み込んで、ランナー本⼈を認識
するため、数字がよく⾒えるように留めて下さい。

①で登録したFacebookページへレース中の写真を⾃動
アップロード！！撮影された写真はその場でアップロー
ドされるので、ほぼリアルタイムであなたの激⾛ショッ
トへ「いいね！」や「コメント」が寄せられます！

1150

ここへ入力！

Start 10:00

登録開始日や登録の詳細は、大会HPをCHECK!!

※ランフォト専属カメラマンの撮影したカットが対象です。

写真⼊り完⾛証をダウンロード
⼤会終了後、約１週間後
から、ＲＵＮＮＥＴにて
ダウンロードできます。
※ランネット会員（無料）
の登録が必要です。
※イメージサンプルですので実際の
デザインとは若⼲異なります。
まずはこちらへ
アクセス！

3時間以内

※公開範囲は①の登録時に選択することができます。

ナンバーカードまたは⽒名を⼊⼒し検索することで、
計測地点ごとの通過記録を調べることができます。
ナンバーや⽒名が分かっていれば、ご家族やお友達の
記録も確認でき⼤変便利です。
※検索できる記録は速報のため、
参考タイムとなります。
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http://update.runnet.jp/m_ehime30k2017/
携帯用
P C・スマホ
C・スマホ用 http://update.runnet.jp/ehime30k2017/
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携帯

スマートフォン

MC
●⼤藤 彩美（おおとう

あやみ）

⾼知県を中⼼に結婚式や婚活パーティーの司会・イベントＭＣ・
テレビやラジオＣＭのナレーション、ラジオ局番組パーソナリ
ティー、
テレビ局でのラジオやテレビリポーターなど幅広く経験。
また、岡⼭３０Ｋマラソンやプレナスなでしこリーグ場内ＭＣな
どスポーツの分野においても活動中。
様々な経験を通して、不特定多数の⼈に向けて情報を伝えるこ
との⾯⽩さや素晴らしさを感じています。
これからもたくさんの⼈に、
笑顔で情報をお届けしていきたいと
思います！
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スポーツ鍼灸セラピーえひめ
●活動指針
【１】競技スポーツや健康増進のための運動を⾏なう
⼈のコンディショニング、疲労回復、障害の予
防等を、鍼灸マッサージという専⾨技術を⽤いて
⽀援し、その普及と共に県⺠のスポーツ振興の
⼀助となる事を⽬的とする。
【２】スポーツ鍼灸ケア現場における安全で清潔な鍼
灸マッサージ施術の普及および、その実践的理
論の構築と、技能の向上をはかるため、学術研
修会を随時開催する。
【３】フィールド研修として、各種スポーツ競技会やス
ポーツイベントへ競技関係者のケアを⽬的に、ボ
ランティア参加をする。
【４】地域におけるスポーツ鍼灸の普及・発展をめざ
し⾏政、体育協会、各種競技団体、医師会、トレー
ナー部会等との連携を常にはかる。
【５】スポーツ鍼灸セラピーの資質向上と、セラピー会
員に対する情報の提供のため、上記団体との連
携と共に、全国関連団体との情報交換を積極的
に⾏なう。

●協⼒団体
公益社団法⼈ 愛媛県鍼灸師会
公益社団法⼈ 愛媛県鍼灸マッサージ師会
愛媛県⽴松⼭盲学校
河原医療福祉専⾨学校

●実績
愛媛マラソン 第 48 回からランナーのケアサポート
2014・2016 サイクリングしまなみ サイクリストのケアサポート
2017 第 17 回全国障害者スポーツ⼤会 愛顔つなぐえひめ⼤会
⾞椅⼦バスケットボール・卓球・サウンドテーブルテニス・グランドソフトボール
参加選⼿のケアサポート
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必ずお読みください
「少々の無理なら…」が危険 ̶ アナタにも起こる⼼臓トラブル
愛媛 30K では救護体制に万全を期していますが、レース中、⼼臓トラブルに陥ったランナーに速やかな救命活動を施し、
社会復帰を可能にさせるのは⼤変困難（※）なことです。
「チームに迷惑をかけられない」と、⾝体が発する危険信号に「気付かぬフリ」で無理をしている⼈はいませんか？
「少しくらいは⼤丈夫」という過信は⼤きな間違い。特に、過去に「胸が締めつけられるような思いをしたことがある」
「平常時に⼼臓が苦しくなった経験がある」などの⾃覚症状があった⽅は要注意。
以下は、
『⽉刊ランナーズ 2012年４⽉号』に掲載した記事です。⼼臓トラブルによる悲劇を防ぐ最善の⽅法は、ランナー
であるアナタ⾃⾝の⾃覚や責任、
「⾃⼰管理」であることを理解し、マラソン⼤会を楽しみましょう！
（※）⼼停⽌状態から 1 分経過するごとに⼼拍再開の確率（救命率）は 7 〜 10％ずつ低下

（⽇本医師会インターネット⽣涯教育講座＜救急診療における処置と連携＞より）

K さん（33 歳）の場合
⼤会：2011年12⽉18⽇（⽇）

神宮外苑EKIDEN

状況：第2⾛者からタスキを受け取って勢いよく競技場を⾶び出した直後、いつも以上の強さで⼼臓が
バクバクと⿎動するのを感じた。視界から⾊彩が失われ、⽬の前が徐々に歪んでいくような感覚
に。座り込んで呼吸を整え⾛り出すが、すぐ同じ症状になり、またしゃがんみこんだところで意
識を失った。⼼室細動による⼼停⽌で、急性の⼼室細動と診断される。ICD（体内植え込み型除
細動器）を埋め込む⼿術を受け、17⽇間⼊院した。

Kさん は以下のような状況でした
これまで過去に、健康診断に引っかかったことは⼀度もない。
週に1度は30分から1時間、5kmから10kmのランニングを継続していたので、体⼒には⾃信があった。
⼤会の数ヵ⽉前からほとんど⾛れていなかった。12⽉初旬には⾵邪で調⼦を崩していた（疲れも抜けにくくなっていた）。
体調不良のため、薬を服⽤。薬を飲み終えたのは⼤会前⽇の17⽇（⼟）の朝。
仲間との駅伝参加なので迷惑はかけられない、楽しそう、という思いから「少々の無理なら」と棄権しなかった。

は、
該当する場合
！
無理をしない

⼼臓トラブルのリスクチェック
レース当⽇の体調

発症リスクを⾼める要因
煙草を吸う

⾵邪気味である、熱っぽい

⾎圧が⾼い

薬を飲んだ

（⾵邪薬、禁煙薬等
※⼼室除細動を誘発する成分が⼊っているケースもある）

（収縮期⾎圧が140以上または拡張期⾎圧が90以上）

尿酸値が⾼い（8.0㎖／㎗以上）

前夜にお酒を飲んだ

肥満気味（BMIが25以上）

（興奮作⽤で疲れが残り、利尿効果で脱⽔状態になりやすくなる）

糖尿病がある

よく眠れなかった

ストレスを感じることが多い

朝⾷を⾷べられなかった

（仕事が忙しく、不規則など）

強⾏スケジュールで会場⼊りした

⼼筋梗塞、狭⼼症、⼼筋症の診断を受けている

（前夜から⾞での会場⼊り、仕事で徹夜明けなど）

突然死をした家族や親族がいる
作成・⼭澤⽂裕（東京マラソン医療救護委員会委員⻑）
※ランナーズ4⽉号より抜粋
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