
大会ＨＰはこちら→【大会事務局】　千羽海崖トレイルランニングレース実行委員会（クーランマラン内）
〒779-2305  徳島県海部郡美波町奥河内字本村13　TEL：050－5536－8717　FAX：0884－74－7802　E-mail：senba@courant-marin.jp

【主　　　　催】 千羽海崖トレイルランニングレース実行委員会（徳島県南部総合県民局、
 美波町、美波町商工会、美波町観光協会、日和佐森林組合、
 日和佐町漁業協同組合、JAかいふ、海部消防組合、クーランマラン）
【協賛メーカー】 MOUNTAIN HARD WEAR、Power Sports、RaidLight、Vertical、
 HALO HEADBAND、WRIGHTSOCK、MEDALIST、
 ONYONE、GURNEY GOO
【協　　　　賛】 ササクラスポーツ社、アレックススポーツ、国民の宿うみがめ荘、
 ホテル白い燈台、道の駅日和佐、農家民宿クニ舛田、
 南阿波サンラインモビレージ、モンキープリント、刺繍雑貨ひわさ家
【後　　　　援】 徳島新聞社、四国放送、エフエム徳島、あわわ、米崎印刷株式会社
【人員輸送協力】 海南タクシー
【荷物輸送協力】 クロネコヤマト引越センター
【特 別 協 力】 観光ボランティアガイド会日和佐、ZIP SHIKOKU、レモレモカヤックス
【撮 影 協 力】 HWS
【コース誘導協力】 TJP（徳島大学ジョガーズパラダイス（Tokushima-U Joggers' Paradise)
【計　　　　測】 タイムハック株式会社
【ゲ ス ト】 トレイルランナー 鏑木毅　㈱トレイルランニングワールド
【M　　　　Ｃ】 畠中要輔（フリーアナウンサー）
【フォトサービス】 アイピックス
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詳しくはHPで！→

鏑木　毅さん

鏑木毅と行く
鬼ケ岩屋

ゲストトレイルランナー

前日イベント

【第９回】Human-Powered GamesHuman-Powered Games



2018年１月14日（日）に「千羽海崖トレイルランニングレース2018（第９回）」を開催します。徳島県海部郡美波町は太平洋に面した温暖な地域。
そのために本大会は国内でも珍しい冬季に開催されるトレイルランニングレースです。海から一気に聳え立つ千羽海崖（せんばかいがい）の上を通
るトレイルをメインコースとして、ロングクラス（38㎞）、ショートクラス・親子クラス・カップルクラス（13㎞）の４部門を設定。ゴールはウ
ミガメの産卵地として天然記念物に指定されている大浜海岸。その大浜海岸を目ざす、アップダウンが続く急峻な断崖上の厳しいコースです。
たくさんの地元スタッフが皆さんの健闘に応えられるようにサポートさせていただきますので、ぜひレースを通して、自分への挑戦をお楽しみくだ
さい。皆さんのご参加をお待ちしています！（ロングクラス完走者には ITRAエンデュランスポイントを２ポイント付与）

クラス ロング ショート カップル 親　子
距　　　　離 38㎞ 13㎞ 13㎞ 13㎞
参 加 定 員 600名 220名 20組（40名） 20組（40名）

スタート時間 女子：７時50分
男子：８時10分 10時 40分 10時 40分 10時 40分

参
加
費

ネット申込 8,000円 6,000円 11,000円／２名 11,000円／２名
郵送・FAX申込 8,500円 6,500円 11,500円／２名 11,500円／２名

制 限 時 間
女子：８時間15分
男子：７時間55分
（関門５箇所）

２時間30分 ２時間30分 ２時間30分

参 加 資 格 15歳以上の男女（18歳未満は保護者の承認印要）・自己責任で完走できる自信がある方 10歳〜14歳の男女と保護者
表　　　　彰 各クラス男女別１位〜３位 各クラス１位〜３位

【特　別　賞】　・年代別賞（ロングクラスとショートクラスのみ。上位入賞者をのぞく）　　　
・鏑木毅特別賞
・ベストゴール賞　　　　　　　
・最遠隔地賞・最年長賞・最年少賞・最遠来賞（「ロング」と「ショート・カップル・親子」内で選択）
・自分越賞（昨年参加者が対象。ロングは昨年ショートとミドルの参加者が対象で制限時間内に完走した者。ショート、親子は昨年よりも記録が優れてい

る者、カップルは制限時間内完走者全員）

注意事項
■お申し込み後のキャンセル
お申し込み入金後のお客様のご都合によるキャンセルについては、返金でき
ませんのでご了承ください。お申し込みをキャンセルされる場合は、ご入金
の前後に関わらず、必ず事務局までご連絡ください。

■クラス変更について
申込締切日までのクラス変更については変更可（手数料1,000円が必要）。
締め切り後の変更は不可。

■大会の中止
少雨は決行いたしますが、気象条件（大雨等）で中止またはコース変更の場
合があります。中止の場合は、大会ホームページにてお知らせいたします。
レース中止の場合でも参加費は返金できませんのでご了承ください。

■傷害保険
当レースでは安全に配慮した運営を心がけていますが、レース中に怪我をされた場
合は、実行委員会が加入した傷害保険の範囲内で補償させていただきます（保険料
は参加費に含む）。

■傷害保険の利用方法
レース時にケガをして病院に行かれましたら、本人のお名前で領収書を受け取って
保管し、事務局にその旨を連絡してください。その後、保険会社より連絡が入ります。

【国内旅行総合保険】
　死亡・後遺症傷害300万円／入院保険金日額3,000円／通院保険金日額2,000円
　※上記補償額で不十分とお考えの場合は、各自で傷害保険にご加入下さい。

申込方法　　　インターネット、郵送・FAXのいずれかでお申し込みください

http://www.senbakaigai.comのホームページよりお手続きください。インターネットではお申し込みと同時に参加費のクレ
ジット決済も行えるのでオススメです。

インターネット

【締切】2017年 12月 12日（火）　※但し定員に達した場合、それ以降はキャンセル待ちとなります。

【記述内容】
①参加クラス　②氏名（フリガナ）　③性別　④住所（郵便番号）　⑤電話番号（携帯優先）
⑥メールアドレス　⑦生年月日（西暦）　⑧血液型　⑨ランニング歴　⑩トレイルラン
ニング歴　⑪その他スポーツ歴　⑫「１月13日鏑木毅と行く鬼ケ岩屋」、「12月２
日ショートクラス試走会」、「12月 17日ショートクラス練習会」、「12月 17日海岸
区間清掃活動」参加の有無　⑬大会に向けて一言！　⑭所属団体　⑮来場方法（１．自
分の車で、２．他の参加者の車に乗せてきてもらう（誰に）、３．公共交通機関で）　
⑯【カップルクラス／親子クラスの方のみ】ペアの方（お子様）のお名前と生年月日　
⑰【カップルクラス／親子クラスの方のみ】参加賞Tシャツのサイズ（お二人分）
※右記サイズ表をご参照ください。

郵送・ＦＡＸ １．下記内容をご記入の上（書式不問）、大会事務局まで郵送あるいは FAX（FAX番号：0884− 74− 7802）にてお申し込みください。
２．追って受領の連絡をいたしますので、その後、参加費を下記口座までお振り込みください。

【締切】2017年 12月 12日（火）必着
　　　 ※但し定員に達した場合、それ以降はキャンセル待ちとなります。

サイズ 140 150 SS S M L LL
身長 137㎝ 150㎝ 157㎝ 163㎝ 170㎝ 179㎝ 181㎝
身丈 56 59 62 65 68 71 74
身幅 40 42 44 47 50 53 56
肩幅 38 40 42 44 46 48 50
袖丈 17 18 19 20 21 22 23

※ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振り込みの場合の振込用口座番号※
　一六九（イチロクキュウ）店（169）　当座　0100362

お申し込み後10日以内に、お振り込みください。12月12日（火）着金が最終。

参加費お振込口座

【銀行名】ゆうちょ銀行　【記号番号】01630− 9−100362
【名　義】クーランマラン人力旅行社（クーランマランジンリキリョコウシャ）

参加通知書は12月26日（火）前後に発送します。
※お振込手数料は、ご負担ください。参加費のお振込期限は12月12日（火）までとなります。
※他のレース申し込み分と併せて振り込まれる場合、または他の参加者の費用をまとめて振り込まれる場合は、その内訳を必ず通信欄にご記入ください。
※キャンセル待ちの方は事務局からのエントリー決定連絡後にご入金ください。

個人情報
当イベントの運営に係わる全ての個人情報を、安全かつ適正に取り扱い、その
保護に取り組みます。本イベントのリザルトを「MtSN（マウンテンスポーツ
ネットワーク）」に提供します。

大会の撮影についてメディア関係者様で取材をご希望の場合は、実行委員会関係者あ
るいは事務局までご連絡ください。実行委員会が認可している撮影者はビブスを着用
しています。それ以外の撮影者の撮影についてはご注意ください。


