
大会の特典

500
大会前日に西湖・根場・奥河口湖の民宿等に泊まった選手の方に、500
円を返金します。詳細は宿泊所またはホームページにてご確認ください。

西湖周辺に宿泊された方は、  500円引き
参加料

1

参加賞はロングTシャツ。ちょっと袖の長いオリジナルTシャツは、珍しくて
デザインもかわいいと人気 ！ 今年はどんなデザインかお楽しみに ！

オリジナル計測チップとロングTシャツプレゼント2

川内優輝選手のそっくりさんとして有名なものまねアスリート芸人Ｍ高史
さんが大会ゲストです。楽しいパフォーマンスをご期待ください!!

ゲストランナーにM高史さん！3

西湖畔にある入浴施設「いずみの湯」の割引券を受付の先着500
名の方に贈呈します。〈大人900円→500円〉

前日受付者、先着500名の方に「西湖いずみの湯」割引券贈呈！4
距離表示は1kmごとに設置、給水は水とスポーツドリンク
をご用意（富士山コースはフィニッシュ後）。当日記録証は
WEBダウンロードです。

充実したサービス
当日WEB記録証を発行！

3

さまざまな賞品が当たる大抽選会を表彰式終了後の
11：30頃から行います。

表彰式終了後にお楽しみ抽選会4

大会のポイント

ほぼ平らな湖畔を走るコースは、記録を狙えます。
また、初心者も安心です。

平らで走りやすいコース2

HMCCとはハーフ・マラソン・チャレンジ・カップの略称です。
ハーフマラソンコースで大会新記録を樹立して優勝すると、
アールビーズスポーツ財団よりタイムに応じた賞金が贈呈さ
れます。

ハーフ・マラソン・チャレンジ・カップ（HMCC）加盟大会となりました！1

大会事務局
TEL.0555-73-1220
（月～金／9：00～12：00、13：00～17：00※祝祭日を除く）
〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町
船津5542-1 町民体育館内

大会に関するお問い合わせ

●主催：富士河口湖町・西湖ロードレース大会実行委員会　●主管：南都留陸上競技協会　
●後援（予定）：富士河口湖町教育委員会・富士河口湖町体育協会・西湖観光協会・根場民宿組合・西湖民宿組合・富士急行・山梨日日新聞社・山梨放送・テレビ山梨（UTY）・河口湖商工会

●種目：ハーフマラソンコース（21.0975km）
　　　　1周コース（約10km）／富士山コース（3776m）
●会場：根場民宿グラウンド（河口湖 I.Cから車で20分）

ゲストランナー：M高史さん

大会ホームページ
5月8日（金）

詳細は大会ホームページにてご確認ください。
〈大会公式ホームページ〉http://www.saiko-roadrace.jp/

申込締切



〔旅行企画・実施〕
富士急トラベル株式会社 西湖ロードレースアクセスツアー係  
TEL.０５５5－21－1052 ＦＡＸ.０５５5－23－4309 
営業時間　10：00～18：00（土日祝日休業）
〒403-0005｠山梨県富士吉田市上吉田2-5-1 富士山駅ビル2Ｆ
観光庁長官登録旅行業第101号      一般社団法人日本旅行業協会正会員
ボンド保証会員　旅行業公正取引協議会会員

1泊バスプラン
●5月31日～6月12日・・・・・・・・・・・・・・・・20％
●6月13日～6月18日・・・・・・・・・・・・・・・・30％
●6月19日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40％
●6月20日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50％
●旅行開始後又は無連絡不参加・・100％

日帰りバスプラン
●6月11日～6月13日・・・・・・・・・・・・・・・・20％
●6月14日～6月19日・・・・・・・・・・・・・・・・30％
●6月20日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40％
●6月21日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50％
●旅行開始後又は無連絡不参加・・100％

宿泊プラン(手配旅行)
●6月14日～6月16日・・・・・・・・・・・・・・550円
●6月17日～6月18日 ・・・・・・・・・・・・・・・・20％
●6月19日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50％
●6月20日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100％

●当社による旅行契約の解除及び催行中止
お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たない場合は、旅行契約
を解除する場合がございます。この場合は旅行開始日の前日から起算して遡って
13日目(日帰り旅行は5日前)にあたる日より前に催行中止のご通知をし、お客様か
ら当社が既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたしま
す。この旅行条件及び旅行代金は令和2年1月24日現在を基準としております。
●当ご旅行は富士急トラベル(株)が旅行企画・実施するツアーであり、参加されるお
客様との契約は観光庁長官認可の募集型企画旅行約款及び各旅行条件に記載され
ている条件によります。

               西湖ロードレース
アクセスツアー・ご宿泊のご案内
               西湖ロードレース
アクセスツアー・ご宿泊のご案内

※お申し込み後、お客様のご都合によりお取消になる場合は、下記の取消料が必要となります。

お申込はインターネットでのお申し込みとなります。
「富士急トラベル　西湖ロードレース」でご検索ください。
＊インターネット環境をお持ちでない方は下記へお電話ください。

Ⓑ日帰りバスプラン
設 定 日 スケジュール

新宿西口5：30発―乗車時にナンバーカードお渡し
―スタート地点＜大会をお楽しみください＞―大会会場12：00発―新宿西口6月21日(日)

●お1人様料金となります。（税込、大人・小人共同額）
●食事は付いていません。
●最少催行人員30名
●添乗員は同行しません。現地係員がご案内いたします。
●3歳未満無料。（座席無し）

ご旅行代金
ご利用タイプ 旅行代金

5,500円往復利用

※道路状況（事故・渋滞等）により遅れた場合でも大会スタート時間の変更はございません。また、スタート時間に遅れた場合及び
天候等の事由で大会が中止となった場合でも出発後はバス代の払い戻しはいたしませんので予めご了承ください。

大会当日に河口湖駅発会場行バスを運行します！
設 定 日 スケジュール

河口湖駅０７：３０発
―大会会場０８：００頃着6月21日(日)

●運行会社：富士急山梨バス株式会社
●当直行バスは事前予約制です。
●利用代は当日お支払いください。

ご利用タイプ 利用代

５００円片道のみ

※バスの会場到着は8：00を予定しております。西湖1周コースにお申込の方はスタート時間に間に合わない場合がありますので
ご利用はご遠慮ください。

設 定 日 食事条件

夕食：○

朝食：○

スケジュール
新宿西口13：00発―コース下見と会場にて受付・ナンバーカード受取
―宿泊施設
宿泊施設―スタート地点＜大会をお楽しみください＞
―大会会場12：00発―新宿西口

6月20日(土)

6月21日(日)

※ナンバーカードは会場到着時にお渡しいたします。

Ⓐ1泊バスプラン 

●大人お１人様料金（諸税込）となります。
●食事条件は、夕食1回・朝食1回　
●最少催行人員30名　
●添乗員の有無：同行しません。
　現地係員がご案内いたします。　
●3～12歳未満は3,000円引き。
　3歳未満は無料(バス座席・食事・寝具無し)

ご旅行代金
ご利用タイプ 西湖民宿

●お1人様代金（税込）となります。
●食事条件は、夕食1回・朝食1回
●チェックインはお客様各自にてお手続きください。
●３歳未満は無料（食事・寝具無し）
　（ ）内は小人代金になります。

ご旅行代金
ご利用タイプ 西湖根場民宿

Ⓒ宿泊プラン(手配旅行) 宿泊日は6月20日（土）になります。

15,000円
15,500円
16,500円

3～6名様1室
2名様1室
1名様1室

3～6名様1室
2名様1室
1名様1室

7,000円（6,000円）
7,500円（6,500円）
8,000円（設定なし）
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開 催 日：
会　　場：
定　　員：
記録計測：

日　　程：

2020年6月21日（日）　＊雨天決行
根場民宿グラウンド
先着4,000名（定員になり次第締め切ります）
ランナーのタイム計測をより正確に行うため、日本陸連公認のランナー
ズチップを導入しています。シューズにチップを正しく装着して出走してく
ださい。ランナーズチップは大会オリジナルデザインとなり、レース終了
後は記念にお持ち帰りください。

表　　彰：ハーフマラソン・西湖1周　部門別1～6位
富士山コース　　　　　　部門別1～6位
当日記録証を発行します。（ホームページからのダウンロードになります）

14：00～18：00
6：00～8：00
7：20

選手受付
選手受付
開会式

西湖１周コース（約10km）〈制限時間2時間15分〉
ハーフマラソン（21.0975km）〈制限時間2時間45分〉
富士山コース（3776m・小学生以上、親子ファミリー）

8：30
8：45
8：55

スタート

●スポーツ傷害保険は主催者が加入し負担します。
●道路規制、駐車場等の諸事情により、申し込みは先着4,000名とさせていただきます。
●お早めにお申し込みください。万一、定員を超えた場合および申込締切日
以降の入金については手数料を差し引いて返金させていただきますので
あらかじめご了承ください。
●申し込み後の種目変更はできません。
●手荷物は所定の場所でお預かりいたしますが、盗難、紛失等の責任は負いません。
●競技役員が競技続行不可能と判断した選手に対し、競技を中止させることがあります。
　また、関門もありますので、ご注意ください。

6月20日（土）

6月21日（日）

開 催 要 項

参加種目
男子  高校生以上～39歳以下
男子  40歳以上
女子  高校生以上～39歳以下
女子  40歳以上
男子  高校生以上～39歳以下
男子  40歳以上
女子  高校生以上～39歳以下
女子  40歳以上
男子  小学生
男子  中学生
男子  高校生以上
女子  小学生
女子  中学生
女子  高校生以上
親子ファミリー（子供は小学生以下）

参加料

5,000円

部門

富士山コース
（3776m）

西湖1周コース
（約10km）

ハーフマラソン
（21.0975km）

※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。申込規約

申込締切日：2020年5月8日（金）

申込方法
大会ホームページ

パソコンまたはスマートフォンから下記のURLにアクセスし、大会
エントリーページの指示に従ってお申し込みください。支払方法は、
お申し込みの際にお選びいただけます（クレジットカード、コンビニ、
ATMなど）。 エントリー手数料は、支払総額4,000円まで205円、
4,001円以上は参加料の5.5％（税込）です。

http://saiko-roadrace.jp/
※RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。

富士河口湖町ホームページ http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/

4,000円

3,000円
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東名自動車道

R139

13km（20分）

37.8km（30分）
225.1km

（3時間10分）
198.8km

（2時間30分）

27km
（30分）

35km
（40分）

83km（1時間）

85km（1時間20分）

28km
（35分）

富士急行線
57分 1時間30分

1時間
40分

直通急行／1時間59分

御
殿
場

新
宿

河
口
湖

富
士

精
進
湖

山
中
湖

白
糸
の
湯

渋
谷

大
月

大
阪

名
古
屋

受付会場＆根場民宿村
西湖

交通のご案内
■車 ： 東京より中央自動車道・河口
湖I.C.より20分

■電車 ： 新宿駅よりJR中央線で大
月駅下車、富士急行線に乗り換
え、河口湖駅下車。バスで西湖
民宿行き、根場民宿バス停下
車、徒歩10分

※大会当日、河口湖駅（７：３０出
発）会場直行バスを運行致しま
す。（予約制・片道５００円）
＊詳細は右記をご覧ください。

FINISH
根場民宿
グラウンド

ハーフ
マラソン
折り返し
（3周目）

イベント
会場受付

コース

西　湖

5km
（1周目）

15km
（2周目）

10km（1周目）

20km
（3周目）

ご注意
ください！

コースマップ

臨時駐車場を用意します。この臨時駐
車場からシャトルバスを運行します。
午前7時までに入車してください。
早めの時間帯でお願いします。

富士山
コース
折り返し

1. 自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。ただし、権利譲渡（ゆずれ〜る）対象大会の場合に限り、申込後の出走権譲渡ができるもの

とします。申込者本人の過剰入金・重複入金は振込および事務手数料を控除した上で返金いたします。定員を超える申し込みがあった場合、入金

期限内に参加料の支払いが完了していても入金日によっては申し込みが無効となる場合がございます。その場合、主催者が定める方法により

返金されます。

2. 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止、参加料返金の有無・額、通知方法等についてはその都度主催者が判断し、決定します。

3. 私は、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ます。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。

4. 私は、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場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従います。また、その他、主催者の

安全管理・大会運営上の指示に従います。

5. 私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。

6. 大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。

7. 私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、またはチームメンバー（代表者エントリーの場合）は、本大会への参加を承諾しています。

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)はいたしません。それらが発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格

はく奪等、主催者の決定に従います。また、主催者が虚偽申告・代理出走者に対する救護・返金等一切の責任を負わないことを了承します。

9.　大会の映像・写真・記事・記録等において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・

掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

10.大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。

11.上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります（齟齬がある場合は大会規約を優先します）。

個人情報の取り扱いについて

主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を

取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からの

サービスの提供、記録発表（ランキング等）に利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことが

あります。

今年よりエントリーは、ホームページからのお申し込みのみになります

臨時駐車場
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