コーザン・グリーンレース2019 実施要項
「コーザン・グリーンレース」も今年で 13回目を迎えました。
「コーザン・グリーンレース 2019」について、当日の参加に向けて詳細資料のご案内をさせていただ
きます。気持ちよくレースをお楽しみいただけますよう、スタッフ一同、精一杯頑張ります！当日お会
いできることを楽しみにしております！
コーザン・グリーンレース実行委員会一同
＜同封書類＞
実施要項（本紙） ／ 参加申込書・誓約書 ／ コース見取り図 ／ 会場パンフレット
上記は、ＨＰよりダウンロードも可能です。（http://npo-momonga.org/）※パンフレットを除く
開催日 2019年 9月 29日（日）9:00～13:30（受付開始 8:00～）
時 間
8:00

受付開始（登別市ネイチャーセンターふぉれすと鉱山グラウンド）、参加賞の配布

8:50

受付締切

9:00

第 13回ＫＧＲ開会式

場所：敷地内
※受付・開会式及びスタート・ゴールは敷地内グラウンドになります。

10:00

レース開始

20km

10:00 スタート

5km,3km
12:00

館内にて、おにぎり、豚汁の提供

13:00

閉会式（ふぉれすと鉱山グラウンド）
表彰式、景品授与

13:30
種

10:15 スタート

10km

10:10 スタート

1km

10:16 スタート

/ 速報・完走証の配布

閉会

目

①トレイルランニング（鉱山町カマンベツ林道他

未舗装の砂利道が主）

20km、10km、5km、3km
②親子トレイルランニング（鉱山町カマンベツ林道

未舗装の砂利道が主）

1km
定

員

①160 名、②20 組 40 名（エントリー先着順）

※コースは未舗装の砂利道であるため、自然災害の影響を受けやすくなっております。場合によってはレース当日
の路面が荒れたコンディションになる可能性がございますので、予めご了承ください。

参加資格
20km コース

周回コース 10km×2 周

2時間 30分以内にゴールできる中学生以上の方

10km コース

One Way

1時間 30分以内にゴールできる中学生以上の方

10km×1 周

5km コース

往復コース

2.5km→折り返し

1時間 15分以内にゴールできる小学生以上の方

3km コース

往復コース

1.5km→折り返し

1時間以内にゴールできる小学生以上の方

1km コース

往復コース

500m→折り返し

30分以内に自力でゴールできる方で、
保護者 1 名につき幼児 1 名の 1 組。

参加料 20・10・5・3kmコース
1km コース
表

彰

大人（中学生以上）2500円／子ども（小学生以下）1000円
保護者と幼児 1 組 2 名／1200 円（20 組限定）※保護者 1 名増えるごとに＋600 円

競技終了後、ふぉれすと鉱山グラウンドで行います。
※20.10.5.3km コース完走者のうち、1～3 位の方、及び、未就学児の部、小学生の部で 1 位の方
※参加者へは完走証を贈呈いたします。

お申込み方法

申し込み用紙入手方法およびエントリーまでの流れ
手元に参加申込用紙・

NO

事務局に請求するか、
HP からダウンロードする

誓約書がある

YES
事務局宛てに記入後、
郵送する

YES
9 月 6 日（金）まで
に、入金する。

NO

正式エントリーには
なりません

YES
【振込先】
入金後、
正式エントリー

株式会社ゆうちょ銀行
（普）１９０６０－１４３４１０６１
コーザン・グリーンレース実行委員会

事務局よりゼッケン
引換証の送付

※他の金融機関から振込の場合は以下の番号になります。

店名９０８

番号１４３４１０６

①

参加申込用紙、誓約書（署名、捺印必須）をお送りください。

②

参加料を以下の銀行口座にお振込みください。入金〆切9月6日（金）まで

③

参加料の振込みの入金確認後、正式エントリーとなります。エントリー確定後ゼッケン引換証を郵送します。

④

受付時にゼッケンをお渡ししますので、当日ゼッケン引換証をお持ちください。
申込み期限 2019年5月10日（金）～9月6日（金） ※この期間内に上記①②をお済ませ下さい。

※定員（先着順）は、正式エントリー順でカウント致します。

手荷物や貴重品について
当日、施設内に荷物置き場を設置します。貴重品、手荷物等は、各自の責任で保管して下さい。
※数に限りがございますが、貴重品を収納するための施錠付きロッカーもございますので、ご活用ください

交通規制について
大会当日 9:00～13:00 までの間、地図中の道道弁景幌別線 327 号で交通規制が行われます。
ふぉれすと鉱山より上流側へは通行できません。
ご協力よろしくお願いいたします。

スタート・ゴール地点
交通規制開始地点

ふ
ぉ
れ
鉱す
山と

駐車場について
お車でお越しの方は、ネイチャーセンターの駐車場をご利用ください。

道道弁景幌別線
327 号

↓幌別方面

更衣室・シャワーについて
施設内に更衣室を用意しております。また、浴室（シャワー）を無料で開放します。適宜ご利用下さい。
石鹸のみ浴室に設置してあります。シャンプー、リンスはありませんので、ご希望の方はご持参ください。
売店・自動販売機の有無について
当ネイチャーセンターには、レストランや売店はございませんので、ご了承下さい。
自動販売機は併設してありますので、ご活用下さい。
携帯電話の電波状況について
今回のレース会場であるふぉれすと鉱山および鉱山町周辺は、市街地から約 8 キロ奥に入った山間部です。
そのため、携帯電話は通じない機種もありますのでご了承下さい。
NTT ドコモ

○

電波状況良好

softbank

△

ふぉれすと鉱山館内のみ、使用可能です。

au

×

携帯電話を使うことはできません

※施設内には 10 円・100 円用公衆電話があります。

大会の中止について
小雨決行ですが、暴風雨、地震、事故などの自然災害が発生した場合には、レースを中止させていただく
場合がございます。当日朝 7 時以降に事務局（ふぉれすと鉱山内：TEL 0143-85-2569）までお問い合わせ
いただくか、ホームページ（http://npo-momonga.org/）をご覧ください。
やむをえず中止となった場合、参加費の返金はございませんので、ご了承の程願います。
※参加賞、ゼッケンは後日送付させていただきます。

留意事項
同封の誓約書を熟読いただき、体調には万全を期してください。なお、大会当日体調の悪い
方は、無理な参加はご遠慮ください。今回のコースは全行程未舗装の林道（砂利道、幅 4～
5m）です。足に負担がかからず、汚れても良い靴をお勧めします。また、天候によっては荒
れたコンディションになることをご了承ください。参加者の都合によるキャンセルについて
は、参加料の返金はいたしません。

＜前夜祭のご案内＞
大会に先駆けて前夜祭を行います。参加をご希望の方は、事前にお申込みください。
～ふぉれすと鉱山は自然と人、人と人をつなげる施設です。また、ふぉれすと鉱山での活動は、たくさんの地元ボランテ
ィアの方に支えられて運営しています。グリーンレースも、多くのボランティアスタッフによるサポートで運営されてい
ます。他の参加者の方やスタッフとの交流を是非お楽しみください！～
日 時

2019年 9月 28日（土）

18:30開始

参加費（夕食、朝食、宿泊費を含む）
、参加費は当日いただきます。
大人 4000円／高校生 3500円／中学生 2000円／小学生 1500 円／幼児（4歳以上）700円／3歳以下無料
※前夜祭ご参加の場合、28日夕食と 29日朝食を提供いたします。宿泊のみの場合は、各自でお食事をご用意下さい。

＜前泊のご案内（※前日宿泊のみのご利用）＞
ふぉれすと鉱山では、前泊ができます。
（8 人部屋ベッド、6 人部屋和室、定員 80 人）
前夜祭に参加せず、宿泊だけでも可能です。この場合、調理はできません。ご希望の方は事前にご予約ください。
※宿泊人数によって相部屋となることもございますので、ご了承下さい。
【宿泊料金一覧】
大人

1800 円

高校生

1200 円

小・中学生

500 円

幼児（4 歳以上）

200 円

※3 歳以下

無料

◆交通のご案内
自家用車
札幌から約 3 時間、千歳から約 1 時間 30 分
※千歳・札幌～国道 36 号線～（苫小牧）～
幌別～ふぉれすと鉱山（約 3 時間）
※札幌南 IC～登別・室蘭 IC～
ふぉれすと鉱山（約 2 時間 30 分）

鉄道
室蘭本線 JR 幌別駅下車～タクシーなど

コーザン・グリーンレース2019
主催：コーザングリーンレース実行委員会

共催：NPO 法人登別自然活動支援組織モモンガくらぶ

登別市ネイチャーセンターふぉれすと鉱山
協賛（予定）
：（株）アミノアップ化学、
（株）禅、
（株）秀岳荘、登別温泉（株）
、夢元さぎり湯、他
後援（予定）
：登別市、登別市教育委員会、環境省北海道パートナーシプオフィス
実施会場：登別市ネイチャーセンターふぉれすと鉱山

参加お申込み・お問い合わせ

コーザン・グリーンレース実行委員会
登別市ネイチャーセンターふぉれすと鉱山内

TEL 0143-85-2569

〒059-0021 登別市鉱山町 8-3

E-mail

FAX 0143-81-5808

kgr@npo-momonga.org

URL http://npo-momonga.org/

