
回覧

国� 12Y6圃� 2/29圃

-さいたま新都心及び見沼田んぼ周辺
・中央会場(スタート・ゴール会場)国� 
さいたま新都心公園(jRさいたま新都心駅東口徒歩8分) 也歓F宅kやo~狐並定歩

聞.[.fiq.LJìð~ /1 /6--2/29:大人1，500円、小・中・高500円

凶剛	直.LJìð~1大人2，000円、小・中・高1 ，000円
※参加費には、大会資料(ゼッケン・コースマップ・記念品等)、傷害保険料含む

※参加賀は、� 1日参加� .2日間参加でも同額

※未就学児無料、さいたま市立小・中・高・中等教育・特別支援学校の在学生(引率者等含む)は

学校申し込みのみ無料(ゼッケン・コースマップのみ)

※当日受付は、先着順で大会資料が無くなり次第終了

※事前申し込みに限り、団体一括申し込みがあった場合、� 1人あたりの参加賀� (50人以上:100円、� 100人以上200円)を劃引� 

-毘定大会 回目居市民スポーツ連盟(IVV)・日本市民スポーツ連盟(JVA)a定大会、美しい日本の歩きたくなるみち500選a定コース、オールジャパン・ウオーキングカップ� a定大会、

子どもウオーキングパスポート毘定大会、健康畏痔彩の園めぐり毘定大会、埼玉県マーチングリーグ� (5AML)認定大会

・主 催	 一般社団法人さいたまスポーツコミッシヨン、一般社団法人� B本ウオーキング協会、� NPO法人梅玉県ウオーキング協会、朝日新聞社

・共 催	 さいたま市、さいたま市教育委員会

・後 銀	 燭玉県、さいたま商工会強所、JR東日本大宮支社

・主 管	 さいたマーチ実行委員会

・憶	 力 見沼代用水土地改良区、公益財団法人さいたま市公園縁地箇会、公益社団法人さいたま観光国際協会、さいたま市自治会連合会、きいたま市PTA協繊会、一般社団法人さいたま市私立幼稚園也会、

さいたま商工会蛾所青年部、公益社団法人梅玉中央青年会随所、見沼たんぽ地盤量ガイドヲラプ、さいたま市シニアユニパーシティ校友会連合会・東浦和校第12期校友会、見沼区スポーツ短興会、

北区スポーツ顕興会、岩槻区市民活動ネットワーヲ連絡会、浦和西高斜面林友の会、特定非営利活動法人浦和美園scc、浦和レッドダイヤモンズ、大宮アルディージャ、日本郵便掠式会社、� 

NPO法人埼玉県ウオーキング悔会加盟国体(敬称略順不同)� 

ez，埼玉懸信用金庫 、九武蔵野銀行 	  http://saitama附� .jp @) Isaitamarch 

http://saitama附


1F申し込み方法	 1 
28日{土)見沼田んぼ南ルート (見沼代用水と芝川|満喫ルート)� 

2020年1月6日(月)-2月29日(土)29日(日)見沼田んぼ.北ルート (大宮公園と人形のまち岩槻ルート) 

下記の方法にてお申し込みください

Fス ケジュール [fJ日間共通 回目固共通
砂参加費とは別の工ントリ 手数料並びに支払い方法による手数料は申し込み者様負担

|コース| 距離� | 受付 |出発式| 出発 |ゴール 目� 砂後日送付の案内ハガキを大会当日の受付にご提示ください。
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困ネット申し込み

①スポーツエントリー� https://www.sportsentry.ne.jp/eventltl80915 
・申し込みにはメンバー登録が必要	 画面面
・24時間受付	 閣記匝
・エントり一手数料・参加費合計4 ，000円以下 一200円、 4 ， 001 円 I ~~野晶
以上一参加費の5%	 巴竺竺主

・支払方法ーコンビニ、クレジ、ツト力一ド、ネットバンキング

②ウオーキング・モシコム� https://moshicom.com/34145/直面面
・申し込みにはメンバー登録わ必要	 頃書官引
・24日寺間受付	 同吾容量劃
・エントリー手数料:参加費合計4000 円、� 4，001円 型空空望日. 円以下…212

以上...参加費の5.3%


・支払方法:コンビニ、クレジットカード
コースー距殿は変更に怠る場合があります。

出発式のMCはさいたま観光大使 回電話申し込み作EL0570-039-846) 
むらたあや

・平日 10 ・ 00~17 ・ 30 (土日祝除く)受付「村田綾さんjです。
・工ントリ 手数料 '参加賀合計4，000 300円、 4.001円以上・・・円以下..	 参加

さいたま市出局、さいたま市在住の女優として幅広く活躍。 近年

は舞台を中心として活躍するほか、MCとしてテレビ・ラジオ等に

費のア%

出演しさいたま市などの情報発信をしています。 ・支払方法:コンビニ


1 園� Famiポート{ファミリーマート居内設置)申し込み
「参加者� ・24時間受付

年齢・性別を問わず健康芯人(小学生以下は保護者または引率者 ・エントリー手数料� :200円 (1回の操作にて1名の申し込み)

等、介助の必要芯方は介助者の同伴が〉必要)
固ゅうちょ銀行・郵便局申し込み

・エントリー手数料 ・窓口利用203円、� ATM利用152円1「参加費	 ・振込期限厳守� (2月28日(金)) 
J又は、「振替払込請求百・案内ハガキの送付はありません。[ご利用明細票� 

兼受領証j;を大会当日の受付にご提示ください。-E盟国・厩語画誕圃属議櫨藤田
大人� 1.500円� 2，000円 困惑ロ申し込み

小・中・高校生� 500円� 1，000円 ①一般社団法人さいたまスポーツコミッション(さいたま市浦和区仲町4・2-202F) 

①参加費には、大会資料(ゼッケン・コースマップ・記念品等)、傷害	 10 ・00~17:00、土日祝休、 TEL 048-762-8334 

保険料を含む。 也大宮駅観光案内所(JR大宮駅構内)� 
②参加費は、� 1日参加� .2日間参加でも同額	 1O:00~18:00 (13:30~14 :30 除く)、無休、 TEL 048-644-1144 
③未就学児無料、さいたま市立小・中・高・中等教育・特別支援学校	 ③さいたま新都心観光案内所(JRさいたま新都心駅東西自由通路内)� 

の在学生(ヲ|率者等含む)は学校申し込みのみ無料(ゼッケン ・ 1 800O:OO~1: 、無休、� TEL048-600-0070 

コスマップのみ)� ④浦和観光案内所(JR浦和!Rm!結/アトレ浦和� SouthArea)


④-8納入された参加費は理由を問わず返金しません。
⑤当日受付は、先着順で大会資料が無くなり次第終了� 

f団体割引	 E 
①事前申し込みに限り、団体一括申し込みがあった場合、1人あたり

の参加費� (50人以上� 100円、� 100人以上� 200円)を割り引き
①事前に(一社)さいたまスポツコミッション(固窓口申し込み①

団体)までご連絡ください。

18:

⑤岩槻観光案内所(東武アーバンパークライン(野回線)岩槻駅東西自由通路内)� 
1O:OO~18:00、無休、� TEL048-797-7585 

⑥NPO法人埼玉県ウオーキング協会(さいたま市浦和区岸町1-4・5-102) 
10・00~17・00、土日祝休、 TEL 048-831-4702 

F ーーーー 会場申し込み(中央会場:当日受付窓口)
間 固有志功� bコス別時間にて受付� 

1O 00、無休、TEL048-883-1055OO: ~ 

;間
 -E・E ・-砂先着順にて受付(大会資料が無く別次第受付終了)
一 事 務 局はポーツ工ン川ー内)直zむU引仰ロ言[回即即恥0… 年末主年手事始台(け1212土臼祝、 お� 

「 ・�  2020年1月8日(水)-1月31日(盆)E望校早じ込d8-12
7

せ� E亙KD!};)圃762-8474(さいたマ一チ実行委員会事務局)
ー� さいたま市立小・中・高・中等教育・特別支揖学校

の在学生(引率者等書む)は各学校に申し込みください。

①雨異/マイカップを携帯してくだ‘さ ①ごみはお持ち帰りください。 ⑤大会当日の模様を記録、撮影して放送、報道、次大会印刷物等

ね 斗i1J31引)休(伺悶い合わせ専用、工ントリ一不可叩) 

そ
の
他

い。給水所において環境保全を目 ④中央会場は禁煙となります。 で公表する場合があります。
的に紙コップ等は用意しません。 ⑤各コースのチ工ツクポイン卜におい ⑦参加申し込みに伴う個人情報は、本大会の運営にのみ使用し、� 

①交通ルールを守り、事故防止に心 て、必ずチヱツク印を押印してくだ (一社)さいたまスポ ツコミッションの個人情報の取り扱いに
掛けてください。 さい。 ついての方針に沿い適切に管理します。� 

https://moshicom.com/34145/直面面
www.sportsentry.ne.jp/eventltl80915


自》さいたまの食を楽しもう! 】

同日開催の� r2020さいたまるしぇjにおいて、さいたま

市内にある[食J:をテーマに、推奨土産品、スイーツ等の販

売を行うほか、会場内ではステージイベン卜も行います。 護費
ぜひ� Iさいたまの食jを見て・食べて・飲んでごi甚能くだ

さい。

詳しくは� https://www.saitamarche.info/ 

Ba日間競争賞晶を贈呈します! 】

さいたマーチを2日間完歩したウオー力ーには賞品(見沼田んぼ、産

のお米2合� (300g));を贈呈します。ぜひ、� 2日間楽しく歩いてみてはい

かがでしょうか。(距離は関係ありません)

医》特別賞抽選会を開催します! 】

33さいたマーチパスポートを開始します-

「さいたマーチjへの参加回数が3回・6回・9回
の達成者に感謝状・賞品を贈呈します。

・パスポート 無料配布 l ljiiiiif
・スタンプ ゴール毎に無料押印

B3 国分発見[J1チャレンジ~さいたまに参加しよう!】
市が主催等する催し物に参加して集めたスタンプ合計数に応じて特

典を受けるととができます。� 1日毎にスタンプを押印しますので、さい

たま市ブスまでお越しください。� 

対象，小学生以上18歳以下のさいたま市内在住・在学者

詳しくは生涯学習部/生涯学習振興課 家庭地域連携係� 

TEL048-829-1703 

包� fmWt.J'lut.J
t' l'fibMs¥豆歪亘¥， WfJ空ヨ'DW
令和元年9月、ウオーキングコースの「見沼代用水jが、歴史的 ・授

当選者には景品(見沼田んlぎ産のお米� (2kg))をプレゼントしま

す。ゴル後に配布する 「完歩証jの裏面を確認してください。

健幸で元気に暮らそう!

良竺t卜担lJ122さいたま

術的・社会的に価値のある農業用水として「世界かんがい施設遺産jに

登録されました。

桜舞うウオーキングの途中や、展示ブース(中央会場)にて、「見沼代

用水jに触れてみませんわ、。

近畿日本ツーリスト 直鯉|
回� https・//www.knt.co.jp/yado/頃精強|
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ゅうちょ銀行� ・郵便局申し込みを行う際は、募集ω

チラシの原本の振込取扱票をご利用ください。

募集チラシは、� Jさいたま市内の� Iゅうちょ銀行、郵便局、
係� 

公共施設(区役所に支所;市民の窓口、公民館、図書館、 内 11) 

体育・文化・コミュニラモィ施設等)Jにて配布しております。
;IJ 

https://www.saitamarche.info


※コ スは変更に
なる場合があり
ます。
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(ご注意)
この用紙は、機械で処理します

ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本票を汚したり、折り曲げ
たり しないでください。� 
-この用紙は、ゅうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付きATMでも
ご利用いただけます。� 
-この払込書を、ゅうちょ銀行又
は郵便局の渉外員にお預けに芯る
ときは、引換えに預り証を必ずお
受け取りください。

この用紙による、払込料金は、
ご依頼人様が負担するとととなり
ます。

と依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。

この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。

収入印紙� 
:課税相当額以上;

貼付 �  

'印

:JlJ
払込取扱票記入例 l耳4 

1線

ー

この場所には、伺も記載しないでください。


