
０９トレラン看板一覧

看板番号 区域 場所 看板種類 表 裏 備考

1 駐車場 ふれあい広場入口 △ 会場入口 会場入口

2 P7への分岐 P7→ P7満車

3 P7入口 P7空車 P7満車

4 体育館への分岐 P3→ P3満車

5 体育館裏への分岐 P3→ P3満車

6 P3入口 P3空車 P3満車

7 P1入口 P1空車 P1満車

8 P2入口 P2空車 P2満車

9 テニスコート東駐車場入口 駐車禁止 駐車禁止

10 テニスコート西駐車場入口 〃 〃

11 P4入口 P4空車 P4満車

12 全天候コート駐車場入口 駐車禁止 臨時P空車

13 南側P6入口 P6空車 P6満車

14 北側P6入口 P6空車 P6満車

15 P5入口 P5空車 P5満車

16 体育館への分岐 車進入禁止

17 体育館前 駐車禁止 （17-18間にテープを張る）

18 〃 〃

19 会場 グランド南トイレ外 トイレ

20 欠番

21 テニスコート横トイレ外 トイレ

22 欠番

23 テニスコート横トイレ外 トイレ

24 欠番

25 小川入口 足洗い場← 足洗い場→

26 小川 足洗い場

27 小川入口 足洗い場← 足洗い場→

28 グランド階段下 足洗い場← 足洗い場→

29 スタート グランド階段下 スタート地区←

30 スタート枠入口 スタート枠入口。スタート券を準備ください。.

31 スタート枠入口 スタート枠入口。スタート券を準備ください。.

32 スタート枠入口 スタート枠入口。スタート券を準備ください。.

33 スタート枠入口 スタート枠入口。スタート券を準備ください。.

34 ロング枠入り口 ロング入り口 誘導テープ見本貼り付け

35 ショ ート枠入口 ショート入り口 誘導テープ見本貼り付け

36 スタート枠内 ゼッケン１～９９ ゼッケン６７７～６９９ 誘導テープ見本貼り付け

37 スタート枠内 ゼッケン１００～１９９ ゼッケン７００～７９９ 誘導テープ見本貼り付け

38 スタート枠内 ゼッケン２００～２９９ ゼッケン８００～８９９ 誘導テープ見本貼り付け

39 スタート枠内 ゼッケン３００～３９９ ゼッケン９００～９９９ 誘導テープ見本貼り付け

40 スタート枠内 ゼッケン４００～４９９ 誘導テープ見本貼り付け

41 スタート枠内 ゼッケン５００～５９９ 誘導テープ見本貼り付け

42 スタート枠内 ゼッケン６００～６７０ 誘導テープ見本貼り付け

43 体育館 プール前 シャワー（有料。１００円）

44 体育館事務所入口 ここからの出入りはご遠慮ください。 37-38間にテープを張る

45 〃 ここからの出入りはご遠慮ください。

46 〃 体育館裏へお回りください。

47 事務所前 ここからの出入りはご遠慮ください。 41-42間にテープを張る

48 〃 ここからの出入りはご遠慮ください。

49 男子トイレ入口 男子トイレ

50 女子トイレ入口 女子トイレ・女子更衣所

51 男子トイレ内部 厳禁！足洗い・洗濯。バックネット裏に足洗い場があります。

52 女子トイレ内部 厳禁！足洗い・洗濯。バックネット裏に足洗い場があります。

53 男子トイレシャワー前 シャワー使用禁止。プールのシャワーをご利用ください。

54 女子トイレシャワー前 シャワー使用禁止。プールのシャワーをご利用ください。

55 受付 大会受付（精算）

56 トレーナーコーナー トレーナーサービス（無料）

57 〃 お呼び出し番号

58 体育館アリーナ内 テープ内に荷物をおいてください。 テープ内に荷物をおいてください。

59 〃 テープ内に荷物をおいてください。 テープ内に荷物をおいてください。

60 野球場トイレ 男子トイレ

61 欠番

62 バス P1 新城行きバス乗り場

63 P1 本宿行きバス乗り場

64 前日 体育館前 ナビ講習会

65 体育館会議室 貴重品預かり

66 ふれあい広場出口横断 黄色 ランナー注意

67 〃 黄色 ランナー注意

68 〃 黄色 ランナー注意

69 〃 黄色 ランナー注意

70 欠番

71 欠番

72 AS1 トイレ

73 〃 AS AS

74 巴山横断 黄色 ランナー注意

75 〃 黄色 ランナー注意

76 〃 黄色 ランナー注意

77 〃 黄色 ランナー注意

78 欠番

79 欠番

80 AS2 トイレ

記載内容



81 〃 AS2

82 大府横断 黄色 ランナー注意

83 〃 黄色 ランナー注意

84 欠番

85 本宿駅 会場行きバス乗り場

86 新城駅前 バス乗り場↑

87 新城バス乗り場 会場行きバス乗り場

88 コース内横断箇所 黄色 ランナー注意

89 コース内横断箇所 黄色 ランナー注意

90 コース内横断箇所 黄色 ランナー注意

91 コース内横断箇所 黄色 ランナー注意

番号なし看板

この先道路横断車に注意 吊るし看板１０枚

注意飛び出すな 自立式　６枚

ここから対面区間左側通行 対面区間ここまで 自立式　４枚

左ショート　右ロング 自立式　２枚

徐行 手持ち式2枚

STOP 手持ち式2枚

⇒（やじるしだけの看板） 手持ち式１枚

５，１０，１５，２０ｋｍ 自立式　各１枚

たりない看板

・救護所

・現在男子専用としています。（８：００－１０：３０）


