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参加のご案内 1

この度は、SPARTAN RACE にお申込みいただき、誠に有難うございます。
レースに関する重要なご案内となりますので、当日までに必ずお読みください。

◼ ELITE MEN
◼ ELITE WOMEN

◼ OPEN（NIGHT SPRINT）

◼ AGE GROUP
◼ OPEN

◼ OPEN

◼ COMPETITIVE
◼ OPEN

2023.05.26 Fri

2023.05.27 Sat

2日間開催となります。
日程によって、ご案内が異なる箇所がございます。
参加レースの開催日をご確認の上、該当ページをお読みください。

NIGHT SPRINT RACE

夕暮れ時からのイルミネーションの中で、非日常空間を楽しめるレースです。

レース参加者は必ずヘッドライトを持参ください。



参加のご案内 2

SPARTAN RACE in CHIBA

┃開催日 2023年5月26日 （金）

┃会場 東京ドイツ村

〒299-0204 千葉県袖ケ浦市永吉419

┃レースタイプ SUPER / NIGHT SPRINT

┃開場 15:30

┃閉場 20:30

┃アクセス 【車でのアクセス】
・館山自動車道「姉崎袖ヶ浦IC」より約3km 5分
・圏央道「木更津東IC」より約6km 10分

【公共交通機関】
JR内房線 袖ヶ浦駅からシャトルバスで約20分
JR内房線 袖ヶ浦駅からタクシーで約20分

◆シャトルバスのご案内

JR袖ヶ浦駅よりシャトルバス【料金：2,200円※往復券のみ】を運行致します。

※詳細・お申込みは下記URLをご参照ください。(5/25 23:59締切)

※東京ドイツ村のシャトルバスはご利用頂けません。予めご了承ください。

※当日購入可能（現金のみ）*事前購入者優先

◆駐車場のご案内

混雑が予想されます。お時間に余裕をもってお越しください。

【料金：1,000円/日 駐車場収容台数：2,000台】

※レース参加者は専用レーン（入口向かって一番右側）をご利用ください。

※駐車場へは15:00～16:00の入場にご協力ください。

※駐車料金支払い時に、Eチケットのご提示、同伴者の申告をお願い致します。

※専用レーン以外での入場、15:00前ご利用、E-チケットがない場合は、駐

車料金の加え、通常の入園料を徴収することとなりますので、ご注意ください。

※駐車場料金はSPARTAN RACE E-チケットを提示の上、当日入場ゲー

トでお支払いください。（現金のみ）

※お車でご来場の際は可能な限り乗り合いにてお願い致します。

※中・大型バスでのご来場は致しかねます。

※渋滞によるご来場の遅延は受けかねます。時間には余裕をもってご来場してください。

※公共交通機関及びJR袖ヶ浦駅からのシャトルバスでのご来場をお勧めします。

お申込はこちらを参照ください http://bit.ly/3KL4l8s

2023.05.26 Fri

http://bit.ly/3KL4l8s
http://bit.ly/3KL4l8s


参加のご案内 3

SPARTAN RACE in CHIBA

┃開催日 2023年5月27日（土）

┃会場 東京ドイツ村

〒299-0204 千葉県袖ケ浦市永吉419

┃レースタイプ SUPER / SPRINT / KIDS

┃開場 07:30

┃閉場 17:00

┃アクセス 【車でのアクセス】
・館山自動車道「姉崎袖ヶ浦IC」より約3km 5分
・圏央道「木更津東IC」より約6km 10分

【公共交通機関】
JR内房線 袖ヶ浦駅からシャトルバスで約20分
JR内房線 袖ヶ浦駅からタクシーで約20分

◆シャトルバスのご案内

JR袖ヶ浦駅よりシャトルバス【料金：2,200円※往復券のみ】を運行致します。

※詳細・お申込みは下記URLをご参照ください。(5/25 23:59締切)

※東京ドイツ村のシャトルバスはご利用頂けません。予めご了承ください。

※当日購入可能（現金のみ）*事前購入者優先

※渋滞によるご来場の遅延は受けかねます。時間には余裕をもってご来場してください。

※公共交通機関及びJR袖ヶ浦駅からのシャトルバスでのご来場をお勧めします。

お申込はこちらを参照ください http://bit.ly/3KL4l8s

◆駐車場のご案内

混雑が予想されます。お時間に余裕をもってお越しください。

【料金：1,000円/日 駐車場収容台数：2,000台】

※駐車場料金は、当日入場ゲートでお支払いください。（現金のみ）

※お車でご来場の際は可能な限り乗り合いにてお願い致します。

※駐車場の開場時間は7:00となります。開場前のご来場はご遠慮ください。

※中・大型バスでのご来場は、事前に東京ドイツ村へご連絡願います。

2023.05.27 Sat

http://bit.ly/3KL4l8s
http://bit.ly/3KL4l8s


レース当日のスケジュール 4

※レース受付時間は、レースタイプ、カテゴリーによって異なります。

※レース受付開始時間は、ご自身の出走時間(Wave time)の
90分前からとなります。
予めEチケットに記載されている出走時間をご確認いただき30分
前迄にレジストレーションにて受付を済ませてください。

レース進行に関しての留意点

当日の状況により、進行に遅れが生じる可能性がございます。

出走時間が遅れる場合には、スパルタンレースジャパン公式インスタ
グラム「@spartanracejp」及び、会場内アナウンスにて進行状況を
随時お伝え致します。

ご不便をお掛けする可能性がございますが、何卒ご理解の程、宜しく
お願い致します。



レース当日のスケジュール 5

2023.05.27 Sat

┃駐車場OPEN 7:00

┃会場OPEN 7:00

┃フェスティバルエリア 7:30～17:00

┃物販ブース 8:00～17:00

┃受付 7:30～14:45 レジストレーション

SUPER AGE GROUP 7:30～10:00

SUPER OPEN 9:00～12:30

SPRINT OPEN 11:45～14:45

KIDS Competitive 8:30～10:30

KIDS OPEN 9:30～11:45

┃レース結果発表 12:30～ 公式Instagram

┃表彰式 11:00～14:30 フェスティバルエリア

SUPER ELITE 11:00～

KIDS Competitive 11:30～

SUPER AGE GROUP 13:00～

BIGGEST TEAM 14:00～

┃コースクローズ 16:30

┃会場CLOSE 17:00

※ レースタイプ・カテゴリー別

2023.05.26 Fri

┃駐車場OPEN 15:00 ※専用レーン利用

┃会場OPEN 15:00

┃フェスティバルエリア 15:30～20:30

┃物販ブース 15:30～20:30

┃受付 15:45～19:00 レジストレーション

SUPER ELITE 15:45～17:15

NIGHT SPRINT OPEN 16:30～19:00

┃レース結果発表 20:00～ 公式Instagram

┃コースクローズ 20:00

┃会場CLOSE 20:30

※ レースタイプ・カテゴリー別

表彰式は翌日



表彰に関して 6

表彰対象者について

ELITE・AGE GROUP

対象 ELITEの男女各1~3位、AGE GROUPの男女各1~3位

発表 レース当日にオフィシャルSNSで発表
・ELITE 5/26 20:00 ・AGE GROUP 5/27 12:30

贈呈 記念の盾・メダル及び副賞の賞品 ※5/27

BIGGEST TEAM

対象 上位3チーム

発表 レース開催日前にオフィシャルSNSで発表

贈呈 記念の盾（レース当日は、リーダーの方へ贈呈致します）

備考 表彰対象チームのリーダーの方へは別途事務局よりメールにてご連絡さ
せていただきます。

BIG TEAM（20人以上）

対象 20人以上のチーム

発表 受賞チームには事前に事務局よりご連絡

贈呈 SPARTAN RACE ロゴとチーム名またはチームロゴがプリントされた特
注オリジナルフラッグ

備考 当日インフォメーションブースにてお渡し致します。

KIDS Competitive

対象 各カテゴリー 1~3位

発表 上位入賞者に、スタッフがパスを本人にお渡し致します。

贈呈 表彰メダル・副賞

表彰式

表彰式はフェスティバルエリア内のステージにて実施致します。
フィニッシャーTシャツを必ずご着用の上、ご参加願います。

SUPER ELITE 5/27 11:00～

KIDS Competitive 5/27 11:30～

SUPER AGE GROUP 5/27 13:00～

BIGGEST TEAM 5/27 14:00～

※上記時間の10分前を目途にフィニッシャーTシャツを着用の上、特設ステージ
にお集まりください。

※ELITEの賞金は後日、事務局よりメールにてお振込先口座情報等をご確認
させていただき、お振込み致します。予めご了承ください。

※表彰発表後いかなる理由があっても順位の変動は致しかねますので、予めご
了承ください。

※異議申し立てのある方は各表彰式15分前までにリザルトテントにお越しくださ
い。表彰式終了後の申し立ては一切受け付けませんので予めご了承ください。



◆ 入場時の検温・消毒にご協力ください。

◆ マスクの着用は個人の判断と致します。

◆ 会場内は、密集・密接を避けた行動をお願い致します。

◆ 物販コーナー等、人数制限をさせていただく場合がございます。

◆ 物販商品の試着はできません。返品・交換は致しかねます。

◆ フィニッシャーTシャツのサイズ交換は致しかねます。

フェスティバルエリアに関して 7

◼ フェスティバルエリアオープン時間
5/26 15:30~20:30 5/27 7:30~17:00 となります。

◼ 物販ブースのオープン時間
5/26 15:30~20:00 5/27 8:00~17:00となります。

◼ テント設置に関して
フェスティバルエリア内の設置は禁止となります。それ以外の場所
は、東京ドイツ村のルールにしたがって設置してください。

皆様に安心安全に楽しんでいただけるレース開催を心がけて参ります。
以下、ご協力をお願い致します。



その他 8

SPARTAN RACE 参加にあたって

Eチケットの確認方法、レジストレーションでの受付、当日の持ち物な
どのレース準備と流れは、下記URLをご参照ください。

（https://spartanracejapan.jp/preparation/）

【レースペナルティルール改定のお知らせ】

2023年度レースよりELITE, AGE GROUPカテゴリーに限りバー
ピージャンプが廃止され、ペナルティループとなります。
ペナルティループ対象となる障害物は各レースの最終コースマップを確
認ください。対象障害物１つの失敗に対してループは１周となります。

大会に関するお問い合わせ先

スパルタンレースジャパン大会事務局

営業時間:土日祝を除く平日10:00-17:00

Email:info@jp.spartan.com

レース当日のお問い合わせ先

レース当日のみの臨時電話回線となります

TEL:080-7683-2588 

受付時間 5/26 15:00~20:00 5/27 6:30~17:00

千葉レースに関するお問合せのみの対応となります。予めご了承ください。



無料写真ダウンロード、有料写真のご購入の案内 9

オフィシャルパートナーのオールスポーツコミュニティが、皆さまのレース
中の勇姿を撮影致します!

無料写真

3箇所で撮影された写真は、SPARTAN RACE 公式HPから無料
で ダウンロードいただけます。千葉レース写真のURLは、レース終了
後にオフィシャルSNSで発表致します。

有料写真

スポーツ写真販売サイト オールスポーツコミュニティ
(https://allsports.jp/)よりご購入いただけます。ヘッドバンドで検
索いただけますので、必ずヘッドバンドのナンバーがよく見えるように着
用してレースにご参加ください。

https://allsports.jp/


RACE GUIDE

SPARTAN RACE JAPAN

2023



ご参加にあたって 11

レースご参加にあたって、安心安全なレース開催の為、

ご協力をお願い致します。

マスクの着用に関して

マスクの着用は個人の判断と致します。

密集回避へのご協力

障害物周辺は写真撮影等でレース中の密集がおこります。
また、フェスティバルエリア内でも密集が発生する場合があ
ります。
密集・密接とならないようご協力をお願い致します。

体調がよくない場合

発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合は、参加を見合わ
せてください。

新型コロナウイルス感染者となった場合

レース開催日５日以内に新型コロナウイルス陽性判定を
受けた場合は、参加を見合わせてください。

お客さまをお迎えする立場として、換気・咳エチケット・手指消毒・
従業員の自主健康管理などを引き続き実施してまいります。



当日の持ち物・注意事項 12

必ず持参していただくもの

☐ 顔写真付きの身分証明書（コピー可）
パスポート・運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・学生証等

☐ 署名済の参加同意書（Waiver）
参加同意書は印刷の上、署名済のものをお持ちください。

☐ Eチケット
Eチケットは印刷したものもご持参ください。

☐ 水やスポーツドリンクなどの水分補給アイテム

☐ 汚れた服や靴を入れる袋
会場内で衣類や靴の廃棄は禁止しております。必ずお持ち帰りください。

☐ レース後の着替え・靴

☐ ゴミ等を入れるビニール袋
会場内にはごみ箱を設置しておりません。各自ごみはお持ち帰りください。

持参をお勧めするもの

☐ 健康保険証

☐ ロープクライムなど、障害物でのケガを防ぐ為の長袖・長ズボン・レ
ギンス・コンプレッション・グローブ

☐ 栄養補助食

☐ タオル、ボディーシートなど
シャワー及び簡易足洗い場の設置は開催レースにより異なります。

注意事項

☐ ゼッケン(ヘッドバンド)やタイミングチップは当日のお渡しとなります。
事前の郵送物はございません。

☐ 14歳以下のお子様は必ず保護者同伴で会場内を行動してくだ
さい。

☐ ペットの同伴はできません。(介護補助犬は除く)

☐ レース会場内は禁煙となります。

☐ レース会場(フェスティバルエリア内)のテント設置は禁止となります。

KIDSレース参加者は保護者の身分証明書をご用意ください。

KIDSレース参加同意書は参加者名、保護者欄を記入ください。



レース参加にあたっての注意事項 13

◆ 大会参加に関しては十分なトレーニングをし、事前に健
康診断を受診するなど、体調には万全の配慮をお願い
致します。

◆ レース中に体調が悪くなった場合は決して無理をせずに
棄権するよう心掛けてください。

◆ 屋外でのレースとなりますので、当日の天候、気温に配
慮して、ご自身での十分な対策をお願い致します。
暑熱・防寒対策は自己責任にて行ってください。

◆ 給水所はスタート地点・コース上に数箇所・フィニッシュ
地点に設置しております。
※基本お一人様ペットボトル一本のみのご提供となります。

◆ コース上に給水所は設けておりますが、脱水症状等には
十分にお気をつけいただき、必要と思われる方はハイド
レーションバッグ(給水バッグ)のご持参をお勧め致します。
※レースタイムが3時間を超えることが想定される方は必ずご
持参ください。

◆ 栄養補助食や塩タブレット等のご持参をお勧め致します。

◆ NIGHTレース参加はヘッドライトを必ず持参ください。

◆ コース上や、会場にはゴミ箱の設置は御座いません。
給水所以外で出るご自身のゴミについては各自で管理
の上、お持ち帰りください。

◆ 指定のコース外に立ち入る行為は絶対におやめください。



エリア設定

会場内は、コースとフェスティバルエリアに分かれております。

レース参加者以外のコースへの立入はご遠慮いただいております。

入場・退出時間について

SPARTAN RACEでは主催・会場・関係団体と協議の上、会場の
入退場時間を設定させていただきます。ご理解の程、宜しくお願い致
します。

開場時間前の入場はできません。

レース終了時間（コースクローズ）に合せ、会場退出時間を設定さ
せていただいております。指定時間迄に完全退出をお願い致します。

フェスティバルエリアについて

皆様に安心安全に楽しんでいただけるレース開催を心がけております。
ご協力をお願い致します。

◆ 入場時の検温・消毒にご協力ください。

◆ マスクの着用は個人の判断と致します。

◆ 会場内は、密集・密接を避けた行動をお願い致します。

◆ 物販コーナー等、人数制限をさせていただく場合がございます。

◆ 物販商品の試着はできません。返品・交換は致しかねます。

◆ フィニッシャーTシャツのサイズ交換は致しかねます。

レース当日のご案内 14

詳細は開催レースにより異なります。
対象のレースガイド（本レースガイドP.1-9）をご参照ください。

キッズレースの伴走者（スペクテーター）を除く



レース当日のご案内 15

受付に関して

レース受付は「レジストレーション(REGISTRATION)」で行います。

レース受付可能時間は、ご自身の出走時間(Wave time)の90分
前からとなります。

出走時間(Wave time)は、Eチケットでご確認いただけます。

受付時に必要なもの

必ず下記3点を用意ください。

1. 印刷したEチケット
ご自身のEチケットを取得し、印刷してお持ちください。

2. 顔写真付き身分証明書
ご本人確認の為に必ず顔写真付きの身分証明書(コピー可)お
持ちください。受付で身分証明所書を確認出来ない場合、レー
スに参加いただけない場合がございます。

3. 署名済の参加同意書
参加同意書を印刷し全ての項目をご記入の上、お持ちください。
当日お忘れの場合は、「書類記入所」でご記入の上、レジスト
レーションにお並びください。

複数エントリーの方

複数のレースタイプ、カテゴリーにお申込みの方は、以下の点にご注
意ください。

⚫ 2レース同時の受付は出来かねます。1レース目完走後、再度レ
ジストレーションにて受付をお願い致します。

⚫ 2レース目の受付の際は、1レース目のリストバンドを装着の上、
「エクスプレスレーン」をご利用ください。

⚫ 参加同意書は1枚で問題ありません。（1レース目で提出）

※出走時間の変更は出来かねますので予めご了承ください。

リストバンド

レース終了後、フェスティバルエリアへの再入場の際、リストバンドが必
要となります。フィニッシュ後に、ご自身で外したりしないようご注意くだ
さい。（エクスプレスレーンに並ぶ際も必要となります。）

KIDSレース参加者は保護者の身分証明書をご用意ください。

KIDSレース参加同意書は参加者名、保護者欄を記入ください。
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更衣室

更衣室をご用意しております。着替えはこちらでお願い致します。
場所は、会場内のMAPにてご確認ください。

クローク(バッグチェック)

会場内の特設クローク(バッグチェック)をご利用いただけます。
場所は、会場内のMAPにてご確認ください。

※お預けするお荷物はお一人様一点のみとなります。

※1日に何度でも出し入れすることが可能ですが、密を避ける為、可能な限りス
タート前・フィニッシュ後のみのご利用をお願い致します。

※ビニール袋の用意はございませんので、必ず荷物を一つにまとめられるようご準
備ください。

※会場によっては、施設付帯設備のロッカー（有料）の利用となる場合がござ
います。

トイレ

会場内に会場常設のトイレがございますので、そちらをお使いください。
場所は、会場内のMAPにてご確認ください。

※会場のトイレや水飲み場での足洗いは禁止です。

スタートエリア

ご自身の出走時間の15分前に以下の準備を済ませた上でスタート
地点にお越しください。

※ELITE・AGE GROUPは20分前となります。

各ヒート200-250名で集合していただきますので、時間に遅れずス
タートエリアへお集まりください。

☐ タイミングチップ(レースパック同封のバンドを使用して装着)

☐ ヘッドバンド

☐ スタートタイムが記入されたリストバンド

※出走時間に間に合わなかった方は、OPENカテゴリーに限り、別の時間枠(次
の時間枠に限らず)でご案内が可能です。予めご了承ください。

※ELITE・AGE GROUPからOPENに変更の場合、差額の返金はおこなってお
りません。予めご了承ください。

KIDSレース用スタートエリアにお集まりください。

KIDSレースはタイム計測がございませんので、タイミングチップは使用

致しません。
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タイム計測

受付時にお渡ししたタイミングチップにてレースタイムを計測致します。

※レース終了後、フィニッシュエリアにてタイミングチップをご返却いただきます。
紛失しないようお気をつけください。

※タイミングチップの返却が無い場合、実費相当額をご請求させていただきます。

レース結果（リザルト）

リザルトブースにて、レース結果の速報値をご確認いただけます。

公式結果はウェブサイトにて、レース終了後5日以内に公開致します。

フィニッシュエリア

フィニッシュ後、ブースにて完走メダルと完走Tシャツをお渡し致します。

完走メダルを一つご自身でお取りください。

完走Tシャツは数に限りがございますので、必ずお申込み時に申請い
ただいたサイズを一枚お取りください。

※完走Tシャツのサイズ変更は致しかねますのでご注意ください。

※完走メダル、完走Tシャツは当日のみのお渡しとなります。後日郵送は一切お
受けできませんので予めご了承ください。

レース終了時間

SPARTAN RACEでは主催・会場・関係団体と協議の上、レース終
了時間を設定させていただいております。

⚫ コースクローズ時間30分前の段階でコース上にいるレーサーはス
タッフの指示に従いコース内を移動していただく場合がございます。

⚫ コースクローズ時点でフィニッシュいただけない場合は、フィニッ
シャーメダル・Tシャツはお渡ししかねます。

⚫ レース終了後の移動につきましては、スタッフの指示に必ず従うよ
うお願い致します。

⚫ コースクローズ時間は開催レースにより異なります。

KIDSレースは受付時に事前に申請いただいたサイズのTシャツを

お渡し致します。
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ELITE・AGE GROUP上位入賞者結果について

ELITE・AGE GROUPの上位入賞者公式結果は、レース当日にオ
フィシャルSNSで発表致します。

ELITEの男女各1~3位、AGE GROUPの男女各1~3位は表彰
記念品、副賞を贈呈致します。

ELITEの賞金は後日、ご指定の口座へのお振込みとなります。

KIDS Competitive上位入賞者結果について

各カテゴリーの上位入賞者に、スタッフがパスを本人にお渡し致します。

KIDS Competitive各カテゴリーの1～3位に方に、表彰メダルを贈
呈致します。

BIGGEST TEAM結果について

対象チームはレース開催日前にオフィシャルSNSでポストしております
のでご確認ください。

対象チームのリーダーの方へは別途事務局よりメールにてご連絡させ
ていただきます。

BIGGEST TEAMの表彰は各レースタイプ上位3チームとなります。
リーダーの方へ、記念の盾を贈呈致します。

表彰式に関して

ELITE・AGE GROUP、KIDS Competitive、及びBIGGEST 
TEAMの上位入賞者は、フェスティバルエリア内の特設ステージにて
表彰式を行います。

レース結果をご確認の上、該当者の方は各表彰式の10分前を目
途にフィニッシュTシャツを着用の上、特設ステージにお越しください。

表彰式の実施に関しては、開催レースにより異なります。

忘れ物について

大会当日は「インフォメーション」にてお預かり致します。当日引き取り
がなかったものについては、大会終了後一か月間主催者が保管いた
しておりますが、お問合せ、該当者のなかったものについては一ヶ月経
過後に破棄させていただきます。

レース後の忘れ物のお問い合わせは、スパルタンレースジャパン大会
事務局(Email:info@jp.spartan.com）宛にご連絡ください。

mailto:info@jp.spartan.com
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Step1 消毒・検温

レース開始90分前を目安に、消毒・検温ゲートにお越しく
ださい。消毒・検温にご協力いただきます。

※体温37.5°C以上の方の参加はお断りさせていただいております。

Step2 参加同意書確認

レジストレーションレーンにお並びください。
スタッフが参加同意書を確認・回収致します。

※記入漏れ、記載内容にお間違いが無いようご留意ください。

※参加同意書をお持ちでない場合、書類記入所で記入いただいた
後、再度列にお並びいただきます。

Step3 レース受付（レジストレーション）

受付窓口にて「身分証明書・Eチケット」をご提示ください。

※ご本人確認の為に必ず顔写真付きの証明書をお持ちください。

※身分証をお持ちで無い場合、レースにご参加いただけない場合が
ございます。

Step4 レースパック提供

レースパックと出走時間が記載されたリストバンドをお渡し
致します。

※リストバンドは、必ず手首に装着してください。

Step5 レース前準備

レースパック内に、ヘッドバンド、タイミングチップ、タイミング
チップバンドが同封されております。必ず全てを装着して
レースに参加ください。

※タイミングチップは、チップバンドを通して外れないよう手首に装着し
てください。

※レースパック裏面記載の注意事項をご確認ください。

KIDSレース参加者

◆参加者は保護者の身分証明書をご用意ください。

◆参加同意書は参加者名、保護者欄を記入ください。

◆タイム計測がございませんので、レースパックにタイミングチップ、タイ
ミングチップバンドは同封されていません。

◆受付時に事前に申請いただいたサイズのTシャツをお渡し致します。
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STEP 1
マイアカウントページをクリック
https://tickets-jp.spartan.com/my-account

ログイン画面に
1.メールアドレス
2.パスワード
を入力してログイン

STEP 2
マイアカウントページの
[Orders(注文)] をクリック

STEP 3
[歯車マーク] を選択して、
[PRINT TICKET(S)] をクリック

STEP 4
Eチケットが表示されます。（以下表示内容）
印刷ボタンをクリックして、プリントアウトしてください。

ご自身の出走時間(Wave time)をご確認く
ださい。

開催レース名 Type (申込レース)

Location (会場住所) Attendee Name (名前)

Start Date (日付) Wave Time (出走時間)

QRコード＆バーコード

https://tickets-jp.spartan.com/my-account
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全体のルール

 必ずタイミングチップを装着してください。チップを装着せず参加さ
れた場合、タイムは計測されず、失格となります。
※フィニッシュ時にタイミングチップは回収しますので、必ずご返却ください。

 必ず出走時間が記載されたリストバンドを装着してください。

 ヘッドバンドは必ず番号が見えるように頭に装着してください。

 必須の障害物以外の障害物を失敗した場合、ペナルティが課せ
られますので、ペナルティを行ってください。
※レース当日はレースディレクターの指示に従っていただきます。従わない場
合、失格になる場合もございますのでご注意ください。

カテゴリー別ルール（ELITE・AGE GROUP）

 スタートはご自身の出走時間のみとなります。
※必ず指定された時間内で出走してください。指定された時間に出走しな
かった場合は失格となります。

 エイジグループは、男女別出走となります。先に男性が出走し、
約5分後に女性がスタートします。

 2023年より、エリート・エイジカテゴリーのペナルティは 「バーピー
ジャンプジャンプ」 ではなく、「ペナルティループ」 になります。
※STADIONのみバーピー15回となります。

カテゴリー別ルール（OPEN）

 チップタイムでの計測となります。

 ペナルティは 「バーピージャンプ30回（STADION15回）」 とな
ります。

 チーム内でバーピージャンプをシェアすることが可能です。

 チームメイトや他の参加者と助け合って障害物に挑戦することが
可能です。

 モンキーバー、マルチリグ・ツイスターでの助け合い(おんぶ・抱っこ)
は禁止です。

・正しいバーピージャンプのやり方は、右記QRコードからアクセスして

動画で事前にご確認ください

SPARTAN RACE オフィシャルルール

下記リンクより事前にご確認ください。※英語のみとなります。

http://bit.ly/3YspSXs

http://bit.ly/3YspSXs
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キッズレース

 スタートはご自身の出走時間のみとなります。

 タイミングチップによる計測はございません。

キッズレース（伴走）について

 4-6歳のお子様の保護者様はお子様との併走が必須となります。

 7-9歳のお子様は基本併走無しとなります。
※7-9歳のお子様でご自身で障害物を超えられない場合は併
走が必須となります。

 10歳以上のお子様は保護者様の併走は不可となります。
※コースの状況によって、併走できるエリアを限定させていただく場
合があります。

カテゴリー別ルール（Kids Competitive）

 必須の障害物以外の障害物を失敗した場合、ペナルティが課せ
られますので、ペナルティを行ってください。

 ペナルティは 「バーピージャンプ15回」 となります。

・正しいバーピージャンプのやり方は、右記QRコードからアクセスして

動画で事前にご確認ください
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無料写真ダウンロード、有料写真のご購入の案内

オフィシャルパートナーのオールスポーツコミュニティが、皆さまのレース中
の勇姿を撮影致します!

写真はヘッドバンドで検索いただけますので、必ずヘッドバンドのナン
バーがよく見えるように着用してレースにご参加ください。

無料写真ダウンロード(顔認証)

3箇所で撮影された写真は、スパルタンレース公式HPにて無料でダウ
ンロードいただけます。

有料写真のご購入(ビブナンバー検索)

スポーツ写真販売サイト オールスポーツコミュニティよりご購入いただけ
ます。ヘッドバンドで検索いただけますので、必ずヘッドバンドのナン
バーがよく見えるように着用してレースにご参加ください。

※レース毎にURLが異なります。対象のレースガイド（レース約1週
間前に掲載）を参照ください。
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Q 顔写真付きの身分証明書は何が有効ですか？

Aご自身のパスポート・運転免許証・学生証・マイナンバーカード・在留カード等です。
身分証明書はコピーでも可能ですので、必ずお持ちの上、受付レーンにお並びください。

Q 会場に駐車場はありますか? 大型バスなどの乗降場や駐車場はありますか?

A
開催会場により異なります。

※詳細は対象のレースガイド（レース1週間前に送付）を参照ください。
車での来場は、混雑が予想される為、公共交通機関のご利用を推奨しております。

Q 会場にテントやシートを設置してもいいですか?

A開催会場により異なります。
※詳細は対象のレースガイド（レース約1週間前に掲載）を参照ください。

Q 観戦で小さな子供と一緒に行くのですが参加同意書は必要ですか?

A0歳のお子様も参加同意書の提出が必要となります。
保護者様が代筆して記入いただきお持ちください。

Q レース登録のメールアドレスや名前が変わったのですが。

Aスパルタンレース事務局（info@jp.spartan.com）まで
変更前のアドレス、及び変更後のメールアドレス・お名前をご連絡ください。

Q 申込の際に本人の名前ではなく、代表者の名前で登録してしまった場合はどうすればい
いですか?

A登録の名前を変更致しますので
スパルタンレース事務局（info@jp.spartan.com）までご連絡ください。

Q ゴールするまでにどれくらい掛かりますか?

ASPRINTの平均ゴール時間は2-3時間、SUPERは3-5時間、BEASTは5-6時間、
STADIONは1-1.5時間となっております。

Q レース当日、遅刻しそうな場合はどうすればいいですか?

A
ご自身の出走時間に間に合わない場合は、通常の受付を済ませてからヘルプデスクで出

走時間変更のお手続きを致します。
※OPENカテゴリーのみ※ ELITE・AGE GROUPの時間変更はできません。

Q レース中に携帯電話やカメラで写真を撮ってもいいですか？

A
ご自由に撮影いただけますが、他のレーサーと接触しないように十分お気を付けください。

主催者側のルールに従っていただきます。
万が一、撮影の際に撮影機材が故障した場合は、一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
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Q レースの結果はどこで確認できますか？

Aキッズレースはタイムの計測はございません。

Q レース中に携帯電話やカメラで写真を撮ってもいいですか？

A
ご自由に撮影いただけますが、他のお子様や保護者と接触しないように十分お気を付けください。

主催者側のルールに従っていただきます。
万が一、撮影の際に撮影機材が故障した場合は、一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

Q 当日はどのような服装をすればいいですか？

A特に指定はありませんが、障害物による怪我などを防ぐ為、
長袖長ズボンの着用をお勧めします。

Q レースを併走する際は一緒に障害物をやる必要がありますか？

A併走される方は障害物に挑戦する必要はありませんが、
必ずお子様の近くにいるようにしてください。

Q 同行する保護者がレースに参加するのですが、参加同意書はレース受付用と保護者用に
２枚必要ですか？

Aレース受付用の1枚で結構です。

Q 子供1人に対し、3人以上の保護者が参加する場合はどうすればいいですか？

A3名様分の参加同意書をご提出いただければご参加可能となります。
1枚で2名様分までご記入いただけます。
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注意事項

 会場内で発生した、事故・盗難等について、主催・会場は一切
責任を負いません。

 会場内への危険物及び法律で禁止されている物の持ち込みは
禁止致します。

 大会内ではオフィシャル、プレス等の撮影や動画収録が行われま
す。また雑誌・ホームページなどに掲載される場合があります。予
めご了承ください。

 大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、コース上を
緊急車両等が通行する可能性があります。その際はスタッフの指
示により競技を中断もしくは中止する場合があります。
予めご了承ください。

 雨天でも開催致します。但し荒天や天災等、状況的に競技実
行が不可能と判断した場合は、コース変更、中止、中断すること
があります。当日の開催可否については大会当日のAM5:00ま
でに、公式SNSにて発表致します。

 地震、風水害、降雪、事件、疾病等、主催の責によらない不可
抗力による開催縮小や中止の場合、参加料及び交通費、宿泊
費等の返金は致しかねます。予めご了承ください。

大会に関するお問い合わせ先

スパルタンレースジャパン大会事務局

営業時間:土日祝を除く平日10:00-17:00

Email:info@jp.spartan.com

レース当日のお問い合わせ先

レース開催日に臨時電話回線を設けます。

※レース同日のみの電話回線となります。

※対象レースに関するお問合せのみの対応となります。予めご了承ください。

※電話回線が1つの為、たいへん混み合うことが予想されます。

mailto:info@jp.spartan.com
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レース参加者、観戦者全ての方に記入していただく参加同意書です。
書類は、書類チェックカウンター、またはレジストレーション窓口で記入
確認後回収致します。

【表】
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赤枠内が記載欄となります。
記載サンプルは次ページに記載しております。

【裏】
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記載例

⚫成人参加者は「ー、成人参加者」欄を全て記載してください。

⚫未成年参加者は、
「ー、成人参加者」欄が保護者情報となります。
全ての項目、および「二、被保護者（未成年者等）参加者」
法定代理人欄、参加者情報を記載してください。

⚫未成年参加者欄は2名分の記載欄があります。
2名様迄の参加の場合は、1枚の用紙で対応が可能です。

⚫ 3名様以上の参加の場合は、もう一枚記入する必要があります。
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