
★開催日

★受　付

【大会当日専用の緊急電話】

※「リタイア」の連絡は固定電話にお願いします｡

☆１７：３０から、スタート地点の吉富フォーユ
　ー会館南側駐車場にて、開会式典を行います。
☆スタートゲートに向かって左側の区画からゴー
　ル目標時間の『①１５ｈ以内→②１８ｈ以内→
　③１８ｈ超』の順に集合してください。なお、
　集合の際はお互いに１．５m程度の間隔を開け
　てください。
※時間になりましたら係員の誘導に従い、体育館
　から移動してください。
※雨天の場合は、体育館で行います。

よしとみワッショイ春まつり

5/21の １４：００～１７：００

令和４年度吉富町スポーツ協会　よしとみ７０ｋｍウォーク第１０回記念大会

☆ＪＲ吉富駅から徒歩３分
☆今大会では、ＳＤＧｓの取り組みとして、公
　共交通機関のご利用をお願いしております。
　参加者駐車場については、あくまで予備とし
　て１会場だけ設けます。駐車台数を超えた場
　合は、主催者では対応いたしませんので、ご
　了承ください。お車でお越しの方は、係員の
　誘導に従い駐車してください。

会場までのアクセス

吉富町体育館にて（図面参照）

よしとみ８０ｋｍウォーク≪マナーアップ宣言大会≫

中家
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吉富町町制施行８０周年記念事業

☆受付会場の体育館を受付完了後の休憩･待機所、
　リタイア者やゴール者の休養所とします。
☆各ＣＰにも、簡易の休養所を設営します。

５/２１(土)～２２(日)

5/21の １８：００スタート

休憩箇所

吉富町スポーツ協会事務局
〒871-0811
福岡県築上郡吉富町大字広津413-1
吉富フォーユー会館内
ＴＥＬ:0979-22-1978/ＦＡＸ:0979-24-5406

【日豊本線の普通列車時刻表】

受付

開会式典

●吉富駅着　上り 13:18《以降約30分毎》
　　　　　　下り 13:58《以降約30分毎》

○吉富駅発　上り始発 5:11《以降9:42発まで
　　　　　に12本、10:16発以降約1時間毎／
　　　　　16:19以降約30分毎》
　　　　　　下り始発 6:31《以降10:01発ま
　　　　  でに7本、10:58発以降約1時間毎／
　　　　　15:58以降約30分毎》

※『大分方面』と『福岡方面』は、乗換えが必
   要です。また、特急は停車しませんので、ご
   注意ください。
※詳細は、各自時刻表でご確認ください。

―　連　絡　票　―

☆２２日（日）の１０時～１６時で、ゴール会
　場の山国川河川敷で『よしとみワッショイ春
　まつり』が開催されます。ステージ発表や参
　加型アトラクション、飲食店等の出店などが
　予定されています。疲れた心と体と胃袋を癒
　して帰ってください！
☆春まつり会場への入退場は、80kmウォーク
　参加者専用連絡通路のみで行います。その際
　に春まつり会場で使える『グルメチケット』
　をお配りしますので、ご利用ください。
☆別添の同意書が必要になりますので、記入の
　うえ持参ください。当日、入場口でも記入で
　きます。
☆チケットを紛失した場合は再発行できません
　のでご了承ください。
☆イベント内容については、別添チラシをご参
　照ください。

☆体調確認チェックリストが受付票となります。
　記入のうえ、当日受付に提出してください。
☆受付は、原則としてご本人が行ってください。
　代理受付やグループ受付は認めません。
　また、参加者の入替や当日申込も認めません。
☆欠席者については、代理者から申し出があった
　場合のみ、配布物をお渡しいたします。
☆事前に遅刻の連絡があった場合を除き、１７時
　以降の受付は行いません。
☆受付で、ゼッケン・参加記念品・夜間点滅ラン
　プをお渡しします。ゼッケンは胸部と後方に１
　枚ずつ取り付けてください。また、夜間点滅ラ
　ンプも後方のよく見える箇所に取り付けてくだ
　さい。
☆大きい荷物は、主催者でお預かりしますので、
　必要な方は受付で申し出てください。貴重品は
　各自で管理してください。なお、紛失等につい
　て、主催者では一切の責任を負いません。

☆本大会において定める、「新型コロナウイルス
　感染対策マニュアル」及び「新型コロナウイル
　ス感染対策参加申込者向けガイドライン」を遵
　守し、必ず係員の指示に従ってください。
☆別添の体調確認チェックリストに該当する項目
　がある場合は、大会参加を辞退してください。
☆『マスクの着用』『手指消毒の徹底』『大声で
　の会話は行わない』にご協力ください。
☆大会参加中に体調に異変があった場合は、すぐ
　に係員にお申し出ください。

新型コロナウイルス感染症対策について
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※「リタイア」の連絡は固定電話にお願いします｡

チェックポイント

ウォーキングスタート

☆必ず歩道を歩行してください。なお、一部歩道
　がない区間は路肩を歩行し、車道に大きくはみ
　出さないようにしてください。特に、スタート
　直後は混雑が予想されますので、レースよりも
　安全第一でお願いします。
☆スタート直後に通過する歩道橋では、安全のた
　め１列歩行とします。誘導員の指示に従い、ご
　協力ください。また、歩道橋直後のスーパーの
　駐車場出入口においても交通整理を行いますの
　で、ご協力をお願いします。
☆右側通行や左側通行、道路横断等については次
　のとおりとします。ただし、一部異なる場合が
　ありますので、案内標示や係員の指示・誘導に
　従ってください。
   ★スタート～県道23号（産業道路）ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
　   中津今津大橋店手前横断歩道（信号なし）→㊧
  　 ※横断歩道を横断して左折（以降右側通行）
   ★～ＪＲ高架橋下（吉富町広津）→→→→→→㊨
　   ※山国大橋を渡って右折し、土手を直進する。
　　   土手の右側（川側）に、ガードパイプが設置
　　   されています。
   ★～第１ＣＰ『吉富フォーユー会館』→→→→㊧
　   ※吉富町の詳細は別紙図面でご確認ください。
   ★第１ＣＰ～築上町役場手前交差点→→→→→㊨
　   ※交差点を左側に横断して直進
   ★～みやこ町徳永交差点→→→→→→→→→→㊧
　   ※歩道橋を横断して左折
   ★～第３ＣＰ『豊前おこしかけ』→→→→→→㊨
   ★～Ｒ１０上毛町大池橋
　  　（道の駅しんよしとみ先） →→→→→→→㊧
　   ※交差点を直進横断して左折
   ★～県道１１３号吉富町和井田→→→→→→→㊨
　   ※歩道橋を横断して右折
   ★～ゴール（山国川河川敷ﾛｰﾗｰｽｹｰﾄ場下り口）
　　   →→→→→→→→→→→→→→→→→→→㊧
 　  ※以降、河川敷を誘導標示に従い歩行
☆走行・ジョグ歩行は禁止します。
☆照明器具をご持参いただき、夜間は必ず点灯し
　てください。また、受付でお渡しする点滅ラン
　プを後方のよく見える位置に必ず取り付けてく
　ださい。
☆杖・ストックなどの補助具は、事故防止のため、
　一切の使用を禁止します。
☆支援車両については、伴走や各ＣＰ等への進入
　を固く禁止します。なお、送迎のみの場合も、
　駐車場への乗入れ・駐停車を禁止します。周辺
　地への無断駐車も固く禁止します。
☆同行者（児童・生徒）がいる場合は、それぞれ
　が離れて別々に歩くことがないよう、必ず同行
　してください。違反を確認した場合は、失格と
　します｡
☆県道113号線三毛門駅前交差点は、押しボタン
  を押さないと横断歩道の信号が青になりません
  ので、必ずボタンを押してください。
☆『横並歩行自粛』『声掛け追い越し』に、ご協
　力ください。
☆車両の出入口や信号のない交差点では、車両に
　道を譲ってください。
☆距離の目安として１０ｋｍごとに案内看板を､
　ＣＰから４ｋｍごとにのぼりを設置します。
　（距離は主催者計測です。）
☆コース上の曲がる箇所や横断箇所には、スタッ
　フを配置したり矢印の電光標示板を設置し、コ
　ースアウトがないよう努めますが、各自でも、
　事前にコースを十分にご確認ください。
☆コースから外れて休んだり、指定する通行位置
　の反対側を通行した場合は、主催者では一切の
　責任を負いません。

☆制限時刻までに、各ＣＰに到着してください。
　★スタート　　　【各ＣＰでの制限時刻】
　　↓  ※宇佐市佐野の折返し(15.7km)地点
　　↓　 　　　　 ⇒ 制限時刻 ２２：００
　　↓（第1区間　32.6km　8時間30分）
　★第１ＣＰ→→→→→→→→２：３０
　　↓（第2区間　14.1km　3時間40分）
　★第２ＣＰ→→→→→→→→７：４５
　　↓（第3区間　23.8km　6時間15分）
　★第３ＣＰ→→→→→→→→１２：2５
　　↓（第4区間　9.5km　  2時間35分）
　★ゴール→→→→→→→→→１５：００
　※スタート時の時間差（数分程度）をあらかじめ
　　加算し、全参加者一律の制限時刻です。
☆「宇佐市佐野」のＣＰでは、チェック用通路をつ
　くりますので、１列で通過してください。各ＣＰ
　に到着したら受付席でゼッケンのＱＲコードを見
　せてください。スタッフが端末で読取ります。
☆ＣＰでは『おにぎり・お味噌汁・果物・汁物・梅
　干・水』などをご用意します。
☆今大会では、ＳＤＧｓの取組として、容器類の提
　供を行いません。マイカップ・マイ箸等の持参を
　お願いします。（一部、感染対策を優先して使い
　捨て容器を使用することがありますが、割りばし
　については一切提供いたしません。）
☆ＣＰ以外は行動食等の供給を行いません。各自､
　必要に応じてコンビニ等で調達してください。
☆ＣＰでは必ずマスクを着用し、参加者同士で距離
　をとるようお願いします。
☆ＣＰで体調が異変しリタイアする場合は係員に申
　し出てください。

☆式典終了後、係員の説明の後に、合図によって
　ウェーブスタートします。３０秒スタートした
　後、１分間止め、これを全参加者がスタートす
　るまで繰り返します。
☆スタート後、しばらくの間はコース上での混雑
　が予想されますが、お互いの進行を妨げたり、
　無理な追い越し、車道へのはみ出しがないよう
　ご協力をお願いします。

ゴール

☆ゴールをしたら、受付席でゼッケンのＱＲコード
　をスタッフにお見せください。スタッフが端末で
　読取ります。
☆ゴール（完歩）者には『完歩証・記念バッジ』を
　お渡しし、記念撮影及びインタビュー撮影を行い
　ます。完歩の感想やコメントなどをお聞きします
　ので、ご協力ください。
☆記念品等の受取後は、自由とします。ゴール会場
　から体育館への送迎車両が出ますので、体育館に
　戻る際にご利用ください。
☆体育館は１６：００で施錠しますので、荷物を預
　けている方はゴール後、荷物の引取りを先に済ま
　せてください。
☆帰宅される際は、必ず係員に申し出てください｡
　お帰りの際は忘れ物のないようご注意ください｡



その他

リタイア 中止の連絡

☆ＣＰ毎に定めた制限時間及びゴール制限時間に
　間に合わなかった場合はリタイアとし、車両で
　収容します。
　※リタイア後もウォーキング続行を希望される
　　場合は、その旨を収容車両の係員に申し出て､
　　ゼッケンをはずし、リタイアの手続きをして
　　から続行してください。ただし、その場合は
　　参加者資格を失効し事故や体調異変、帰着等
　　一切において自己の責任とし、主催者では保
　　険も含め対応しませんのでご了承ください。
　　また、荷物を預けている場合においても、体
　　育館の開放時間内は返却に応じますが、それ
　　以降は荷物を館外に移し施設も施錠（係員も
　　撤収）します。
☆体調異変などによりリタイアする場合は、次の
　とおりとします。
　★ＣＰでリタイアする場合は、そのＣＰの係員
　　に申し出てください。
　★コース途中でリタイアする場合は、コース上
　　のコンビニで、巡回する救護車両をお待ちく
　　ださい。ただし、コンビニまで辿り着けない
　　場合は、0979-22-1978にご連絡ください。
☆リタイア者は救護車両で収容後、体育館へ搬送
　します。
　※搬送先のご要望は受け付けませんのでご了承
　　ください。
☆体育館に到着後は自由とします。ただし、帰宅
　される際は、必ず係員に申し出てください。な
　お、荷物を預けている方は、体育館に到着後､
　はじめに荷物の受け取りを行ってください。
※主催者では、全参加者の所在・安否等を確認し
　ます。絶対に、黙って帰らないでください｡

トイレ休憩等

☆トイレはコース上のコンビニ、ＣＰ、商業施設
　等をご利用ください。また、コースに近接する
　ＪＲ各駅をご利用いただいても結構です。
　※コース上の各箇所には、あらかじめトイレの
　　使用承諾を得ています。『来た時よりも美し
　　く！』を心掛けてください。
☆コンビニ等へ立ち寄るために道路を横断したり､
　コースから外れる場合は、必ず交通法規と公共
　マナーを守り、自己責任で行ってください。
☆ゴミについては、コース上のコンビニの所々に
　主催者でゴミ箱を設置しますので、そちらに捨
　てるようにしてください。なお、ゴミを捨てる
　際は分別にご協力ください。
☆コンビニ等に立ち寄る際は、店舗の出入口付近
　や駐車枠内・車止め等に座り込んだり、店内・
　店外で騒ぐなど、営業の妨げになるような行為
　はしないでください。休憩は営業の妨げになら
　ない箇所でお願いします。
☆コース図を参照し、コース上のトイレの箇所を
　把握して計画的にトイレ休憩を行ってください｡
　軽犯罪法違反をしないようお願いします。
※第２ＣＰの築上町役場はトイレが使用できませんの
　 で前後のコンビニで対応してください。
※次のコンビニは２４時間営業ではありませんので、
　 ご注意ください。
　 ①セブンイレブン豊前八屋店（6:00～24:00）
　 ②セブンイレブン行橋道場寺店（6:00～24:00）
　 ③セブンイレブン豊前岸井店（5:00～24:00）

☆この受付票に記載のない事項については、募集要項のとおりとします。
☆受付票は、大会HP及び大会Twitterでもダウンロードできます。
★記念Tシャツを購入いただいた方は、当日着用してご参加ください！スタッフも色違いのTシャツを着て、当日はみんなで
　大会を彩りたいと考えています。数量限定で、当日販売もありますので、事前に購入されていない方も、ぜひ購入ください。

☆主催者で傷害保険に加入します。なお、事故等につ
　いては応急処置と保険対応のみとし、大会中の体調
　異変や事故・負傷（後遺症含む。）等につき、主催
　者では一切の責任を負いません。
☆本大会の一切において大会ＨＰに掲載している『大
　会規約』を遵守し、係員の指示に従ってください。
☆歩行中の飲酒・喫煙やゴミのポイ捨てはしないでく
　ださい。
☆夜間から早朝にかけては冷え込む可能性もあります
　ので、各自で防寒対策をお願いします。
☆車でお越しの方で、夜中に駐車場へ行くと道がわか
　りにくく迷う可能性がありますので、荷物などは車
　に置かず、あらかじめ体育館に持って来ておいてく
　ださい。
☆駐車場内での事故や盗難等について、主催者では一
　切の責任を負いません。
☆受付だけして途中から遅れてスタートすることはで
　きません。発見した場合は失格とします。
☆町内にあります銭湯の入浴券を、ゴール後の荷物受
　取時にお渡しします。希望者はスタッフにお申し出
　ください。ゴール後の疲れた体をお風呂でゆっくり
　癒してください。２２日（日）の朝８時３０分頃か
　ら入れます。お風呂セットは各自ご用意ください。
　※車両送迎いたします。なお、現地に駐車場はあり
　　ませんので、直接行かれる場合は徒歩でお願いし
　　ます。《体育館から５００ｍ徒歩６分／吉富駅か
　　ら３００ｍ徒歩４分》
☆申込みで提供いただいた『個人情報』については、
　本事業の実施に係る目的以外では使用しません。
☆大会後に作成する『結果一覧表』には、「順位、ゼ
　ッケン、タイム（リタイア者はリタイアをした場
　所）、性別、年齢」を記載し、大会ＨＰ上でＰＤＦ
　データを公開します。今大会ではＳＤＧｓの取組み
　として、紙資源の削減のため、紙面による郵送は行
　いません。

☆雨天決行としていますが、極めて悪天候の場合や悪
　天候が予想される場合、その他事業を実施できない
　事態が生じた場合は、次の方法で中止をお知らせし
　ます。
　★前日２０日（金）に中止を決定した場合
　　【午前中に決定した場合】
　　　◇吉富町および専用ホームページに１２時まで
　　　　に中止記事を掲載します。
　　【午後に決定した場合】
　　　◇吉富町および専用ホームページに１９時まで
　　　　に中止記事を掲載します。
　　　◇『ＮＯＡＳ　ＦＭ（７８．９ＭＨｚ）』の
　　　　１８時１５分の放送内でお知らせします。
　★当日２１日（土）に中止を決定した場合
　　　◇吉富町および専用ホームページに１２時まで
　　　　に中止記事を掲載します。
　　　◇『ＮＯＡＳ　ＦＭ（７８．９ＭＨｚ）』の
　　　　１０時台の放送内でお知らせします。
　　　◇『KBCラジオ：めぐみのラジオ』の放送内
　　　　（８時２０頃）でお知らせします。
　★その他
　　　◇中止の場合のみ、お知らせします。
　　　◇電話やメールでのお問合せには応じませんの
　　　　で、ご了承ください。
　　　◇中止の際の返金等の対応は、募集要項に記載
　　　　しているとおりです。


