かたのビッグロックトレイル 2022 最終案内・大会プログラム

【最新情報・競技規則・申込規約・注意事項・その他は公式ホームページでご確認ください】

【受付会場『星の里いわふね』の公式ホームページ】
※大会当日、駐車場のご利用はできません。公共交通機関にてご来場ください。
※大会受付会場は体育館 1 階、スタートエリアは第２・第３駐車場となります。

【参加選手の皆様へ】
2022 年 2 月 6 日（日）開催 「かたのビッグロックトレイル 2022」 にご参加いただき、誠にありがとうございます。
この最終案内・大会プログラムをご一読いただき、健康管理には十分ご注意いただき、当日は万全の体調でご参加ください。
【大会タイムスケジュール】
■開催日：2022 年 2 月 6 日（日）
[08:00～] 『星の里いわふね』体育館開場
[08:15～] 体育館館内にて受付開始
※受付時間（A ブロック＝08:15-09:00、B ブロック=08:15-09:15、C ブロック＝08:15-09:30、D ブロック＝08:15-09:45）
[08:30～] 【BIGROCK OUTDOOR FES】（ビッグロック・アウトドア・フェス）メーカーブース OPEN（平面駐車場）
※大会当日にお渡しする 500 円バウチャー券が各メーカーブースでご利用いただけます。シューズの試し履きや補給食の試食などございます。
[08:45～] スタートエリアの手荷物預り所（立体駐車場 1 階）にて手荷物をお預かりいたします。※貴重品はお預かりいたしません。
[09:00～] スタート待機所（立体駐車場 2 階）整列開始
※整列時間（A ブロック＝09:00-09:19、B ブロック=09:20-09:34、C ブロック＝09:35-09:49、D ブロック＝09:50-10:04）
[09:30～] スタート
※スタート時間（A ブロック＝09:30-09:44、B ブロック=09:45-09:59、C ブロック＝10:00-10:14、D ブロック＝10:15-10:29）
[11:30～] 【BIGROCK OUTDOOR FES】（ビッグロック・アウトドア・フェス）飲食ブース OPEN（平面駐車場）
※食事券（400 円）＋ドリンク券（200 円）がご利用いただけます。一部利用不可。
[12:30～] ガラガラ抽選会（立体駐車場１階） ※ゴール後、お 1 人様 1 回お楽しみください。
[14:00 頃] 表彰式① ※上位入賞者 1~3 位
[15:30 頃] 表彰式② ※年代別入賞者 1~3 位（40 歳未満、40-49 歳、50-59 歳、60 歳以上）など 上位入賞者は対象外となります。
[16:30 頃] ゴール閉鎖
[17:00 頃] 【BIGROCK OUTDOOR FES】（ビッグロック・アウトドア・フェス）終了
【受付会場・受付時間に関して】
■受付会場：『星の里いわふね』交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター（アクセスは、表紙の QR コード参照）
【アクセス】：京阪電車 交野線「私市駅」下車徒歩８分、（ＪＲ学研都市線「河内磐船駅」下車徒歩 23 分）
※大会当日、駐車場のご利用はできません。公共交通機関にてご来場ください。
■受付時間：受付終了時間は、各ブロックのスタート時間の 30 分前までとなりますので、ご注意ください。
A ブロック＝08:15-09:00、B ブロック=08:15-09:15、C ブロック＝08:15-09:30、D ブロック＝08:15-09:45
※同封のゼッケン、公式ホームページにて「スタートブロック及びゼッケン番号」ご確認ください。
※時間厳守となります。下記受付時間に遅れた場合は、最後尾から（D ブロックスタート後）のスタートとなります。
【大会当日の受付からスタートまでの手順】
①受付時間内までに受付会場『星の里いわふね』（「私市駅」から下車徒歩８分）体育館内・1 階までお越しください。
※ご来場時及び受付会場内、スタートまでは必ずマスクの着用をお願いします。
②受付会場『星の里いわふね』の体育館・1 階入口にて検温と手指のアルコール消毒を実施します。
※感染拡大防止の為、毎回入場時は検温と手指のアルコール消毒を行っていただきます。
※会場内では他の参加者、スタッフとの距離の確保をお願いします。また、大きな声での会話など慎むようにお願いします。
※大阪コロナ追跡システムへの登録または接触確認アプリ「Ｃｏｃｏａ」のダウンロードなどは事前にご準備お願いいたします。
③体育館内・1 階にてゼッケン番号の受付ブースに 1 列にお並びいただき、誓約書兼感染症予防健康チェックリストの提出をしてください。
※事前に同封の誓約書兼感染症予防健康チェックリストにご記入の上、ご来場ください。（会場には誓約書の予備はございません）
④スタッフが内容確認後、リストバンド型の計測チップをお渡しいたします。
➄参加賞受取所にてゼッケンを見せて、参加賞（ネックゲーター、シリコンカップ（マイカップとしてご利用ください）、その他）、抽選券＋食券＋ドリンク券（1 部）、
500 円バウチャー（1 枚）をお 1 人様各１つずつお受け取りください。
⑥受付終了後、体育館内・２階の更衣室または観覧席にてスタートできる（＝走れる）準備をしてください。
※事前に同封されているゼッケンは折り畳まず、必ず見える場所（前後）に装着してください。
※可能な限りご自宅より走れる準備をしていただき、防寒具等を脱いですぐに準備できようにお願いいたします。
※手荷物預り所はスタートエリア（立体駐車場１階）となります。手荷物預り所までは防寒対策をお願いします。
⑦スタートエリア（立体駐車場１階）にある手荷物預り所にてシールにゼッケン番号を各自でご記入いただき、ビニール袋（45L）に入れてスタッフまでお預けください。
※貴重品はお預かりできません。また、返却時は必ずゼッケンを見せてください。
※密を避ける為、スタートエリア・立体駐車場１階・２階共にスタート時間は選手のみの入場となります。応援の方はスタートゲートの外で応援お願いします。
⑧整列時間になりましたら、立体駐車場 1 階の階段より、スタート待機所（立体駐車場２階）へご移動ください。
※整列時間（A ブロック＝09:00-09:19、B ブロック＝09:20-09:34、C ブロック＝09:35-09:49、D ブロック＝09:50-10:04）
※スタート待機場（立体駐車場２階）では先着順に２列でご整列ください。スタートまでは必ずマスクの着用をお願いします。
⑨スタートはソーシャルディスタンスを守りながらリストバンド（計測チップ）をかざして約 5 秒毎に 1 人のウェーブスタートとなります。
※スタート（A ブロック＝09:30-09:44、B ブロック=09:45-09:59、C ブロック＝10:00-10:14、D ブロック＝10:15-10:29）

【コースマーキング、コース内のトイレに関して】
①大会当日のコース説明会はございません。同封のコースマップをご覧ください。
※コースマップは必携装備品となっておりますので、大会当日必ずご持参ください。
②コースマーキングは黄色のリフレクターと紅白ストライプのテープが付いたマーキングスティックや紅白ストライプのテープ、矢印や注意などの看板を設置しております。
※トレイルではハイカー優先で無理な追い越しなどは絶対に行わないようにお願いいたします。
③一部車道（舗装道路）を走行いただきます。その際、必ず左側通行で白線内の走行をお願いいたします。
※峠道ですが、郡南街道（府道・県道 7 号線）は、かなりのスピードで車が走ってきます。絶対に車道に飛び出さないようくれぐれもご注意ください。
※一部右側通行となる箇所がございます。
※車道（舗装道路）では車優先でお願いいたします。
④コース上にあるトイレを利用した場合、必ず手洗いをお願いいたします。※一部手洗い場所が無いトイレがございます。
【エイドステーション（補給エリア）、チェックポイント、関門時間に関して】
①エイドステーション（補給エリア）に関して
エイドステーション利用時は、必ず手指のアルコール消毒をお願いいたします。
※エイドステーションではマスク着用は義務付けしませんが、会話を控え、黙食でお願いいたします。
※エイドステーションでは紙コップのご用意はありませんので必ずマイカップ（またはボトル）ご用意ください。（忘れた場合は参加賞のシリコンカップをご利用ください）
※給水タンクのコックは直接手で触らず、必ず除菌シートをご利用ください。（除菌シートは設置されています）
※各自で最低限必要と思われる水分を必ず補給してください。（スタート地点での必携装備品として 500ml 以上）
※最低限必要と思われるジェルなどの行動食は必ずお持ちください。
※エイドステーションでは感染予防対策の為、個包装の軽食となります。下記メニューは変更される場合がございます。
※エイドステーション以外での補給（私設エイドや応援者からの補給）を受けた場合は、失格となりますので、ご注意ください。
（応援に来られるご家族、ご友人にお伝えください）
【エイドステーションの提供物】
第１・２エイド（白旗池）：水、麦茶、コーラ、温かいスープ、温かいドリンク、軽食（チョコレート、タブレットなどお菓子類）、特製ベーコンなど
②チェックポイント（ＣＰ）に関して
コース内にはスタート地点・ゴール地点以外に下記の 2 ヶ所のチェックポイント（ＣＰ）が設置されています。
・チェックポイント１（ＣＰ１）（白旗池・第１エイド（往路）） ・チェックポイント２（ＣＰ２）（枚方野外活動センター）
※各チェックポイント通過時には必ずリストバンド（計測チップ）をかざして通過してください。未通過にならないようにご注意ください。
③関門制限場所・時間に関して
関門場所①：チェックポイント１（ＣＰ１）（白旗池・第２エイド（往路））＜制限時間：スタートから 3 時間 30 分以内＞
・ウェーブスタートの為（各自スタート時間が異なる為）下記の通過下記時間帯に到着した方には、3 時間 30 分を越えていないか確認させていただきます。
チェック時間短縮の為、各自、おおよそのスタート時間を各自スタート時確認してください。
（A ブロック：13:00~13:14、B ブロック：13:15~13:29、C ブロック：13:30~13:44、D ブロック：13:44~13:59）
右記時間を経過している場合は関門未通過とさせていただきます。（A ブロック：13:15~、B ブロック：13:30~、C ブロック：13:45~、D ブロック：14:00~）
・関門未通過失格（DNF）の方はスタッフの指示に従い、チェックポイント２（ＣＰ２）の枚方野外活動センター方向へは進まず、ゴール方向の交野山方向へ
進んでください。その際、必ずゼッケン番号を伝え、リストバンド（計測チップ）をスタッフまでご返却ください。また、DNF カードをお渡しいたしますので、ゴール地点の
スタッフまで DNF カードをお渡しください。また、スタッフによる搬送は行いませんので、ゴール地点までは各自でご移動していただきます。
関門場所②：ゴール地点＜制限時間：スタートから６時間以内＞
（A ブロック：15:30~15:44、B ブロック：15:45~15:59、C ブロック：16:00~16:14、D ブロック：16:15~16:29）
【救護スタッフ、スイーパーに関して】
本部・受付（スタート・ゴール地点）、第１・2 エイド（白旗池）に救護スタッフを配置しております。
怪我や体調が悪い方は救護スタッフまでお申し出ください。但し、胃腸薬などの薬の提供はいたしません。予めご了承ください。
また、コース内には最後尾のスイーパーを配置し、コース上のトラブルに対応いたします。
【ゴール・ゴール後の手順】
①ゴール地点でリストバンド（計測チップ）をかざしてゴールとなります。
②ゴール後、必ず計測 IC チップをスタッフにご返却ください。返却されない場合（または紛失した場合）は相当額(2,000 円)をお支払いいただきます。
③ゴール地点で大会完走証をお渡しします。
④立体駐車場１階にある手荷物預り所にてお預けいただいた手荷物をお受け取りください。
➄ゴール後、【BIGROCK OUTDOOR FES】（ビッグロック・アウトドア・フェス）をお楽しみください。
協賛メーカー、ショップのブースが設置され、各メーカーの新シューズの試し履きや注目の新商品を展示、お得なアウトレット商品の即売会なども開催されています！！
【おもてなしエイド（有料）】と【ガラガラ抽選会】も開催しています。
※参加選手の皆様には受付時に【おもてなしエイド（有料）】で使えるお食事券（100 円×4 枚=400 円分）+ドリンク券（200 円）+抽選券をお渡しします。
（現金とのお引換、釣り銭のお渡し、払い戻しはできません。一部飲食ブースでは、現金のみの利用となり、お食事券がご利用いただけません。）
※抽選券とアンケート用紙を交換いたします。アンケート用紙をご提出いただいた後、抽選１回をお楽しみください。
⑥おもてなしエイドは 16:30 頃までの開催となります。ビッグロック・アウトドア・フェスは 17:00 頃まで開催しておりますのでお時間の許す限りお楽しみください。
⑦お気を付けてお帰りください。お疲れ様でした。

【リタイア（途中棄権）に関して】
リタイア（途中棄権）をする場合、必ずエイドステーションで、その旨をスタッフへ申告し、リタイア（途中棄権）をする手続きを取ってください。以後レースに復帰するこ
とはできません。その際、必ずゼッケン番号を伝え、リストバンド（計測チップ）をスタッフまでご返却ください。また、DNF カードをお渡しいたしますので、ゴール地点のスタ
ッフまで DNF カードをお渡しください。また、スタッフによる搬送は行いませんので、ゴール地点まで各自移動してください。また、コース内で怪我、体調不良などのトラブル
でリタイア（途中棄権）をする場合、近くのスタッフへ申告し、自力で動ける選手は、エイドステーション、スタート・ゴール地点まで移動してください。自力で移動できな
い場合は、スタッフまたは大会本部の指示に従ってください。大会本部の連絡先はゼッケンに印字してあります。
【必携装備品、推奨装備品に関して】
※事前に必携装備品のチェックはいたしませんが、スタート地点やゴール地点、レース中に必携装備品の有無について確認させていただく場合があります。
※必携装備品を携帯していなかった場合、1 点につきゴールしたタイムに 60 分加算いたします。また、加算後制限時間を超えた場合は、失格となります。
【必携装備品】
・エントリー時に登録したスマートフォン（SMS を受信できる機種）※大会中に主催者から安全確認等の連絡を行う場合があります。
・事前送付されているのゼッケン（前後 2 枚） ・事前送付されているのコースマップ ・受付時に配布される計測 IC チップ ・必携装備品等を入れるザック等
・トレイルランニングシューズ（またはランニングシューズ）※竹林がある為、裸足またはサンダル等素足を露出したシューズでの出走を禁止します。
・マイカップ（またはボトル）※エイドステーションでは紙コップのご用意はありませんのでご注意ください。 ・500ml 以上の水分（水やスポーツドリンクなど）
・ファーストエイドキット（絆創膏、包帯、消毒薬、痛み止め、胃薬など） ・健康保険証（コピー可） ・マスク ・サバイバルブランケット（エマージェンシーシート）
・行動食（ジェルやエナジーバー） ・レインウェア ※晴天時でも防寒対策として必携お願いします。 ・ヘッドライトまたはハンディライト ※スマートフォンの照明は不可
【推奨装備品】※推奨装備品は大会主催者側が携行を推奨する装備品となり、必携装備品ではございません。判断は選手各自で行ってください。
・サングラス（感染予防対策となるので着用を推奨します）・ダウンジャケットなどの防寒具 ・帽子 ・手袋 ・サンバイザー ・日焼け止め ・ポイズンリムーバー
【表彰式に関して】
14:00 頃より[個人・男子]、[個人・女子]、[トリオ]の上位１~3 位の表彰式を行います。
15:30 頃より 個人・年代別[40 歳未満]、[40-49 歳]、[50 歳-59 歳]、[60 歳以上]

の上位１~3 位の表彰式、飛び賞などを行います。

※順位は、ネットタイムとします。トリオの場合、ほぼ同時にスタート、ゴールをしていただきますが、計測タイムが一番遅い方のタイムがチームのネットタイムとなります。
※大会のリアルタイム速報のリンク先は大会当日に掲示いたします。
【大阪コロナ追跡システム、接触確認アプリ（COCOA)の登録に関して】
参加選手は、必ず大阪コロナ追跡システムまたは接触確認アプリ（COCOA)の登録をお願いします。（いずれか一つで可）
また、応援の方は、ビッグロック・アウトドア・フェス入場時に必ず大阪コロナ追跡システムの登録をお願いします。
【大阪コロナ追跡システムについての登録】
①スマートフォン等のカメラで、QR コードを読み取ってください。

②表示された登録画面から、メールアドレスを入力して登録するか、メールアドレスを入力しないで登録
（空メールを送信）するか、どちらかの方法を選択して登録してください。
③登録完了メールが自動返信されるので、確認してください。※空メールとは、送信者が本文や件名に何も入力せずに送信するメールのことをいいます。
【新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)の登録】
事前にダウンロードをお願いいたします。
アプリのインストール方法：App Store または Google Play で「接触確認アプリ」で検索してインストールしてください。
【保険に関して】
主催者契約の保険金額：死亡・後遺障害：200 万円、入院日額：2,250 円、通院日額：1,500 円となります。別途、スポーツ傷害保険などをご希望される方
は、最寄りの保険会社にお問合せいただき、各自でご加入ください。
【最新情報・競技規則・申込規約・注意事項・その他は公式ホームページでご確認ください】
https://katanoswitch.jp/katanoevent/bigrock2022/ （表紙の QR コード参照）
■大会主催：かたのツーリズム推進協議会
（かたのツーリズム推進協議会構成団体：交野市、交野市星のまち観光協会、北大阪商工会議所、交野市商業連合会、交野市農業生産連合会、
京阪ホールディングス株式会社、株式会社ジェイコムウエスト北河内局、摂南大学）
■大会共催：株式会社ソトアソ
■大会事務局：株式会社アーク・スリー・インターナショナル
■運営協力：CROSS-D
■問合せ先： O.B.S.きさいち（Sotoaso） 電話：072-807-8916

E メール：info@outdoor-games.jp

営業時間：水～金 12:00～19:00、土･日･祝 09:00～18:00、月・火：休業

