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	 今回で３回目の開催となる「さいたマーチ	 〜見沼ツーデーウオーク〜」の参加申し込み

が、本日１月７日（水）から始まります。	 

	 昨年度から、見沼田圃の見どころの１つである「桜」を楽しみながらウオーキング出来

るよう、３月の最終土日に開催日を変更しました。１日目は「大宮公園と人形のまち岩槻

ルート」と題して見沼田圃の北側を、２日目は「見沼代用水と芝川満喫ルート」と題して

見沼田圃の南側をそれぞれ歩きます。	 

両日とも５ｋｍからコースを設けていますので、初心者の方でも気軽に参加できるよう

になっています。	 

	 なお、２日目の３０ｋｍコースは、「美しい日本の歩きたくなるみち５００選」として、

一般社団法人日本ウオーキング協会から認証を受けているコースです。	 

	 さらに今回も、さいたま市内の推奨土産品、Ｂ級グルメ、スイーツなどが一堂に集う『食』

のイベント「さいたまるしぇ」と同時開催です。	 

	 

記	 

	 

	 １	 大会名称	 

	 	 第３回さいたマーチ	 〜見沼ツーデーウオーク〜	 

	 ２	 開催期日	 

	 	 平成２７年３月２８日（土）、２９日（日）【雨天決行】	 

	 ３	 会場	 

	 	 さいたま新都心から見沼田圃周辺	 

	 	 ※出発・ゴールは高沼遊歩道（さいたま新都心駅東口から徒歩５分）	 

	 ４	 コース	 

	 	 両日とも／４コース（距離：３０km、２０km、１０km、５km）	 

「さいたマーチ」の参加事前申し込みが始まります	 

記	 者	 発	 表	 資	 料（２６-０３９）	 

平成２７年	 １月	 ７日（水）	 

<本状に関する問合せ先> 
 

スポーツコミッション事業担当	 矢作・松本	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：ssc@stib.jp	 

URL：http://saitamasc.jp/	 
	 

広報宣伝事業担当	 	 	 遊馬・五味	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：koho@stib.jp	 

URL：http://www.stib.jp	 

Twitter：@SaitamaTIB	 
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	 ５	 参加資格	 

	 	 年齢・性別を問わず健康な人。ただし、小学生以下は保護者または引率者の同伴が	 

	 	 必要。	 

	 ６	 参加費	 

	 事前申込(1/7〜2/27)	 当日申込(3/28,29)	 

一般（高校生以上）	 １,５００円	 ２，０００円	 

小・中学生(市外在住)	 ８００円	 

小・中学生(市内在住)	 ５００円	 
１，０００円	 

	 	 ※大会資料（ゼッケン・コースマップ・記念品等）、傷害保険料を含みます。	 

	 	 ※未就学児は無料ですが、大会資料はゼッケンとコースマップのみとなります。	 

	 	 ※参加費は両日参加でも、1日参加でも同額です。	 

	 ７	 受付・出発・ゴール時間（両日とも）	 

距	 離	 受	 付	 出発式	 出	 発	 ゴール	 

３０km コース	 	 7:30〜	 8:30	 7:45〜	 	 8:00〜	 8:45	 

２０km コース	 	 8:30〜	 9:30	 8:45〜	 	 9:00〜	 9:45	 

１０km コース	 10:00〜10:45	 

	 ５km コース	 
	 9:30〜10:30	 9:45〜	 

10:30〜10:45	 

12:00〜16:00	 

	 ８	 事前申込み（平成２７年１月７日（水）から２月２７日（金）まで）	 

	 	 （１）スポーツエントリーでの申込み	 

	 	 	 ・インターネット【http://www.sportsentry.ne.jp】	 

	 	 	 	 	 ※参加費とは別にエントリー利用料がかかります。また、申込みにはメンバ	 

	 	 	 	 	 	 ー登録が必要です。詳しくは同ＷＥＢサイトをご覧ください。	 

	 	 	 ・電話【０５７０−５５０−８４６（申込み専用）】	 

	 	 	 	 	 ※参加費とは別にエントリー利用料がかかります。	 

	 	 	 ・Ｆａｍｉポート【ファミリーマート店内に設置】	 

	 	 	 	 	 ※参加費とは別にエントリー利用料がかかります。	 

	 	 	 ・郵便局振込【パンフレット付随の払込用紙による申込み】	 

	 	 	 	 	 ※参加費とは別に振込手数料がかかります。	 

	 	 （２）現金での申込み	 

	 	 	 ・（公社）さいたま観光国際協会	 事務所	 （大宮区錦町 682-2	 JACK 大宮 3F）	 

	 	 	 ・さいたま新都心観光案内所	 	 （中央区上落合 2）	 

	 	 	 ・浦和観光案内所	 	 	 	 （浦和区高砂 1-16-20）	 

	 	 	 ・ＮＰＯ法人埼玉県ウオーキング協会	 事務所	 （浦和区岸町 1-4-5-102)	 

	 ９	 一般の方の問合せ先	 

	 	 （１）エントリーに関する問い合わせ	 

	 	 	 ・エントリー事務局	 ＴＥＬ	 ０１２０−７１１−９５１（問合せ専用）	 

	 	 	 	 	 ※この番号から、申込みを行うことは出来ません。	 

	 	 （２）大会全般に関する問合せ	 

	 	 	 ・さいたマーチ実行委員会事務局（公益社団法人さいたま観光国際協会内）	 

	 	 	 	 ＴＥＬ	 ０４８−６４７−８３３８	 ＦＡＸ	 ０４８−６４７−０１１６	 

１０	 公式ホームページ	 

	 	 http://saitamasc.jp/saitamarch	 
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