
 

 

  

 

 

  

 

  

 

主催：国立山口徳地青少年自然の家 

協力：ユーレストジャパン株式会社、徳地

商工会、山口観光コンベンション

協会徳地支部 

後援：KRY山口放送・tysテレビ山口・yab 

予定 山口朝日放送・山口ケーブルビジョ

ン・エフエム山口・FMわっしょい・

中国新聞防長本社 

 

国立山口徳地青少年自然の家 

〒747-0342 山口県山口市徳地船路 668 

 

 

TEL （0835）56-0112  FAX （0835）56-0130 

URL http://tokuji.niye.go.jp E-mail tokuji-kikaku@niye.go.jp 

開催場所：国立山口徳地少年自然の家 

３km コース／ ９：１５スタート 

１０km コース／１０：００スタート 

５km コース／１０：１５スタート 

 

 

前日２１日（水） 
トレイルランナー田中正人選手による講演 



実 施 要 項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■大会名称 山口とくぢトレイルランニング大会 

■主  催 国立山口徳地青少年自然の家 

■協  力 ユーレストジャパン株式会社、徳地商工会、 

山口観光コンベンション協会徳地支部 

■後  援 KRY 山口放送、tys テレビ山口、yab 山口朝

日放送、山口ケーブルビジョン、エフエム山

口、FMわっしょい、中国新聞防長本社 

■開催場所 国立山口徳地青少年自然の家 

（山口市徳地船路 668） 

■開催日時 平成 28年 9月 22日（木・祝）  

3kmの部／9:15スタート   

10kmの部／10:00スタート 

5kmの部／10:15スタート 

■大会日程  

8:00～9:00 選手受付 

8:50～9:00 開会式 

9:15～ 3kmの部スタート 

10:00～ 10kmの部スタート 

10:15～ 5kmの部スタート 

12:30～13:00 表彰式、閉会式 

■種目定員  3kmの部  50名 

5kmの部  50名 

10kmの部 200名 

■参加資格 本競技特性を理解して自己責任で完走でき

る自信のある方。 

■参 加 料 高校生以下  500円  

一般 3kmの部 1000円 

5kmの部 1500円 

10kmの部 3000円 

■制限時間 5km地点を 75分、 

7.2ｋｍ地点を 110分以内に通過 

■表  彰 3km&5km(小学生枠、中学生枠、高校生以上枠) 

10km(40歳未満枠、40歳以上枠) 

男女別に 1位から 3位 

■参 加 賞 「体験の風を起こそう」タオル 

■参加申込 ・この募集要項に付属の払込取扱票での申し

込み。 

      ・指定口座へ必要事項を記入の上参加料を入

金。 

※参加申込後不参加の場合、参加料の返金は

できません。 

■申込締切 平成 28年 8月 19日（金） 
 

 

■大会規約 

＜参加申込に際して、大会規約に同意の上、必要事項を記入しお申込みください。＞ 

①個人の都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金、重複入金は返金できません。 

②地震等天変地異・疾病・事件等予測不可能な事由による開催の縮小・中止及びその通知方法等については、主催者の判断により決定す

る。この場合においても参加料の返金はしない。 

③選手は心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨み、傷病、事故、紛失等に対し、自己責任において大会

に参加するものとする。 

④大会開催中に、主催者より競技続行に支障があると判断された選手は、主催者の指示に直ちに従い、また、その他主催者の安全管理・大

会運営上の指示に従うものとする。 

⑤大会開催中に傷病が発生した場合、主催者の規定に基づく応急手当てを受け、その方法、経過などについて主催者の責任は問わないもの

とする。 

⑥大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任は免除とし、損害賠償等の請求はできないものとする。 

⑦大会開催中の事故・傷病への補償は、主催者側が加入した保険の範囲内で処置するものとする。 

⑧年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）は無効とする。それらが発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降

の参加資格はく奪等、主催者の決定に従うものとする。また、主催者は虚偽申告・代理出走者に対する一切の責任を負わないものとす

る。 

⑨ゴミをレース中に投棄する等、自然環境保護に違反する行為をした場合は失格とする。 

⑩選手は、大会の映像・写真・記事・記録等(氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報)がマス媒体・インターネット・パンフレット(実

施要項)等の報道・掲載などに利用されること、その著作権・掲載権・利用権が主催者に属することを承諾するものとする。 

■参加上の留意事項 

①主催者は、大会中の疾病、傷害、事故等について、応急処

置以外は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

参加者は、自己の責任において健康管理と事故防止に留

意願います。なお、主催者側で 1 日傷害保険に加入しま

す。競技中の事故について応急処置及び医療機関への連

絡をしますので、参加者は健康保険証を必ず持参してく

ださい。 

②会場及びコース内は禁煙です。喫煙は指定の箇所にてお

願いします。 

③ゴミ等は各自でお持ち帰りください。 

④競技中は、ストック・ポール等の補助具の使用は禁止し

ます。 

⑤コースアウトは失格となります。表示に従って走行して

ください。 

⑥参加者は、大会役員及びスタッフの指示・誘導に従って

ください。 

■コースについて 

本コースの大半は未舗装路で、路面の凸凹、段差、岩や木

の根の露出、ぬかるみなどがあります。参加者は、底の厚い

ランニングシューズやトレイルランニング専用シューズ等

を履き、路面状況に注意しながら走行してください。また、

道幅の狭い区間では、追い抜き時に声をかける等して事故

防止に努めてください。なお、虫や下草などが気になる方

は、長袖、長パン、タイツの着用をおすすめします。コース

の詳細についてはホームページに公開しています。 

■ゼッケンについて 

ゼッケンは、タイム計測用の ICチップが付いている方を

胸側につけてください。紛失・破損等は実費弁償となりま

す。ICチップは、ゴール地点で回収します。 

■途中棄権について 

当日、スタート前に参加を中止される場合は、大会本部に

お申し出ください。 

レース中にリタイアされる場合は、走路上のスタッフに

申出の上、指示に従ってスタート・ゴール地点（つどいの広

場）までお帰りください。 

■通行規制について 

レース中の安全確保のため、当日 9:00～12:30 まで施設

内の車の通行を規制します。 

■その他  

ご記入いただいた個人情報は適切に管理し、この事業に

関する事務のみに使用し、法令等に定める場合を除いて第

三者に開示することはありません。 

※不都合がある場合は、事前にお申し出ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【前日宿泊のご案内】 

 前泊を希望される方は、払込取扱票に明記してくださ

い。また、エントリーをされていない方（家族、友人等）

で前泊を希望される方がいる場合は、本所までお電話くだ

さい。 

なお、入所は１９：００までにお願いします。 

食事は各自でご持参ください。 

●払込取扱票をご利用の方へ 
 下記記入例を参考に必要事項

をご記入の上、参加料を添えてお

申し込みください。 

 赤字は固定です。 

 1枚につき 1名の申し込みでお

願いいたします。 

＜記載必要事項＞ 

口座記号 ００１３０－１ 

口座番号 ６５５０１５ 

加入者名 事参加費口 

 

性別              住所 

大会当日の年齢         名前 

参加種目            フリガナ 

前泊希望の有無         連絡先 

 

田中 正人（プロアドベンチャーレーサー） 
1993年第 1回日本山岳耐久レースで優勝。 

それがイベントプロデューサーの目に留まり、レイドゴロワーズ・ボ

ルネオ大会に間寛平チームとして出場。 

日本人初完走を果たす。 

以降、8年間勤めた会社（大内新興化学）を辞め、プロアドベンチャ

ーレーサーに転向。 

数々の海外レースで実績を重ね、国内第一人者となる。現在、海外レ

ースに出場する一方で、国内レースの開催及び講習会にも携わる。 

経 

歴 

通
信
欄 

ご
依
頼
人 

００１３０ １ ６５５０１５ 

事業参加費口 

記 

入 

例 

７４７ ０３４２ 

山口市徳地船路６６８ 

徳地 ポン太 

トクヂ  ポンタ 

徳地 ポン太 

0835   56   0112 

・性別 男         ・参加種目 １０ｋｍ 

・年齢 ２５歳       ・前泊希望 有 

００１３０ １ 

６５５０１５ 

事業参加費口 

３０００ 

３０００ 

＜前日講演のご案内＞ 

数々のレースでも活躍され

ている田中正人さんの経験

談を聞くことができます。 

前泊者のみ参加可能で参加

料は無料です。 

21 日の夜、1 時間程度を予

定しています。 

■ゲストランナーについて 

＜参加料＞ 

 

高校生以下 

どの種目も 500円 

 

一般 

3kmの部 1000円 

5kmの部 1500円 

10kmの部 3000円 

 
ダブルエントリー可 



 

 

 

 

 

１０ｋｍコース 

会場のご案内 

【問合せ先】 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 

国立山口徳地青少年自然の家 

担当：引地 

TEL：0835-56-0112 

FAX：0835-56-0130 

URL：http://tokuji.niye.go.jp/  

E-mail：tokuji-kikaku@niye.go.jp 

３ｋｍコース ５ｋｍコース 
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http://tokuji.niye.go.jp/

