
第７回　龍馬脱藩トレイルレース　大会参加ご案内
この度は「第 7 回 龍馬脱藩トレイルレース」へお申込みを頂きありがとうございます。

大会目前となりましたが、体調管理には十分にご注意頂き、当日は万全の体調でお越しください。

【大会スケジュール】
日付 時間 実施内容 実施場所

10 月 23 日（日）

0:30~1:00 バス乗車 スーパーマルナカ須崎店

2:00~3:30 受付 姫鶴荘

4:00 スタート 姫鶴荘

18:00 ゴール制限時間　 吾桑小学校

◆バス乗り場、駐車場（スーパーマルナカ須崎店）周辺図

　※マルナカ正面駐車場（赤枠部分）はスーパーご利用のお客様専用駐車場ですので、駐車しないで下さい。
　※自家用車でお越しの方はスーパーマルナカ裏手にあります従業員専用駐車場（オレンジ枠部分）にお停めください。
◆スタート会場周辺図　姫鶴荘



■感染症対策　
　・ホームページにて必ずご確認下さい。（感染症対策）←クリックで閲覧可能
　　※対面で会話や接触を行う場合はマスク着用を必須とします。
■受付
　・受付は姫鶴荘のロビーにて行います。
　・更衣室は姫鶴荘内にあります。男子更衣室は１階、女子更衣室は２階となります。
　　※受付後に出走を取りやめる方は必ずスタッフにご申告ください。安否不明で捜索隊が出る場合があります。
■受付でお渡しするもの
　・ゼッケンナンバーカード（以下ゼッケン）1 枚、安全ピン
　　※体の前面に折り曲げずに装着してください。

　（トランクス、タイツ、パンツなど下半身への装着はご遠慮願います。）
　・大会パンフレット（コースマップ添付）
　・参加賞
　・預かり荷物用タグ 2 枚
　・食券（駅伝の部１区のみ・ゴール地点の道の駅布施ヶ坂で当日のみご利用になれます）
■装備品チェックリスト　
　・配布するゼッケン（前方から視認できるよう、体の前面（胸、お腹など）に付けてください）
　・ドリンク 1.5 リットル以上、補給食
　・携帯用コップ（省資源の観点から、エイドに紙コップを設置いたしません）
　・雨具（上下）
　・ライト
　・サバイバルシート
　・コースマップ（コチラからダウンロード可能  ）
　・携帯電話（大会事務局の電話番号（ゼッケンに明記）を登録し、番号非通知にせず十分に充電すること）
　・ファーストエイドキット（絆創膏など）
■コース目印
　・赤色のコーステープでコースマーキングを行っています。
■記録計測
　・各関門、ゴールの会場にてゼッケン番号を目視確認します。スタッフによる確認を必ず受けてください。
■リタイア
　・途中棄権する場合は必ずスタッフに申告し、ゼッケンを外してください。以後のレース復帰はできません。
　・コース上でのリタイアは危険ですので、リタイアはエイドステーションでしてください。
　・怪我等によりコース上で動けない場合は周りの選手が最寄りのスタッフに伝え、その指示に従ってください。
■表彰・大会結果
　・各部門　男女上位各 3名を表彰します。
　・完走者全員に完走証をお渡しします。また全参加選手の結果は後日大会ホームページにて公開します。
■大会中止等の判断と通知方法

・地震・大雨・雷等により選手の安全および植生の保護に重大な懸念が生じたとき、または各種気象警報が発令された
とき、大会の中止もしくはコースの変更・短縮を判断する場合があります。

・中止の判断は 10/22（金）午前 11 時までに大会webサイトおよびfacebookページにて発表します。
　電話での問い合わせはご遠慮下さい。

大会HP：https://universal-field.com/event/ryouma-dappan-trail/overview/
Facebook：https://www.facebook.com/okusimanto

https://universal-field.com/event/ryouma-dappan-trail/covid19/
https://www.facebook.com/okusimanto
https://universal-field.com/event/ryouma-dappan-trail/overview/
https://universal-field.com/event/ryouma-dappan-trail/course/


選手リスト

脱藩コース男子の部
ゼッケン 名前 都道府県 ゼッケン 名前 都道府県

1 楠瀬 弘章 高知県 49 高橋 秀治 高知県
2 篠原 徹 愛媛県 50 原田 紀之 香川県
3 三宅 進一 徳島県 51 西内 達朗 高知県
4 下村 尚史 高知県 52 宮崎 俊誠 高知県
5 山中 弘道 高知県 53 ヨシモト マコト 東京都
6 冨永 聡 奈良県 54 藤田 貴夫 愛媛県
7 ハービー アンドリュー 高知県 55 坂本 卓也 福岡県
8 水野 敏久 高知県 56 清水 秀幸 愛知県
9 徳弘 裕二 高知県 57 伊藤 学 徳島県
10 楠本 博 愛媛県 58 窪内 進 高知県
11 菅原 幸彦 東京都 59 瀬野 正樹 徳島県
12 森永 昌二 愛媛県 60 佐藤 謙介 神奈川県
13 三澤 義憲 徳島県 61 森田 明彦 高知県
14 梶原 正義 香川県 62 藤岡 学 東京都
15 坂野 良文 徳島県 63 飯鉢 健太郎 神奈川県
16 種田 光伸 高知県 64 崎山 宰 高知県
17 松本 弘文 愛媛県 65 稲垣 洋 兵庫県
18 香川 裕亮 香川県 66 篠原 政希 香川県
19 堀江 滋樹 高知県 67 中島　晃 高知県
20 清水 明彦 高知県 68 境 崇志 兵庫県
21 下元 和男 高知県
22 明石 和之 徳島県 脱藩コース女子の部
23 高木 広貴 香川県 ゼッケン 名前 都道府県
24 松田 康裕 愛媛県 101 矢野 淳子 東京都
25 真鍋 彰良 香川県 102 岡村 里沙 高知県
26 宮本 英樹 鳥取県 103 宮崎 絵里子 愛媛県
27 富家 達也 香川県 104 水野 明美 高知県
28 河野 哲人 福岡県 105 柏井 幸恵 高知県
29 森田 敏男 高知県 106 加藤 正枝 兵庫県
30 村田 龍司 高知県 107 名村 洋子 兵庫県
31 三島 康生 高知県 108 村田 郁子 東京都
32 久保 博之 高知県
33 大野 泰史 高知県 駅伝コースの部
34 板崎 貴史 愛媛県 ゼッケン 名前 都道府県
35 永野 剛 高知県 201 山口 佑樹 香川県
36 土岐 友希 香川県 陰山椋介 香川県
37 黒岩 正彦 兵庫県 202 篠原 みずき 香川県
38 中元 忠雄 愛媛県 野口　英司 香川県
39 上村 晃一 高知県 203 上澤 拓人 高知県
40 鶴田 浩史 兵庫県 橋本　大 高知県
41 上田 善大 兵庫県
42 有澤 義人 高知県 スイーパー
43 突合 淳 高知県 SWEEPER 村場 伸也 高知県
44 濱崎 哲也 大分県 SWEEPER 三原 正也 高知県
45 太田 展弘 大阪府 SWEEPER 光明 典昭 高知県
46 藤田 誠悟 兵庫県
47 二瓶 大介 愛媛県
48 島津　 雄次 和歌山県


