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エントリー終了のお知らせ 及び 諸事項のご連絡
2 月 2 日発信の VOL.3 でご案内のとおり、昨日でエントリーを締切りました。
◆最終エントリー状況のご報告と、それによる運営方法のご案内。
(1)小型犬 男子の部・女子の部
男子 9 チーム、女子 4 チームのエントリーとなりました。
前回ご案内の通り１レースに統合させていただきます。但し、1 位～3 位の表彰につきましては、男女別といたします。
(2)中大型犬 女子の部
13 チームのエントリーとなりました。
(3)中大型犬 男子の部
17 チームのエントリーとなりました。
前回ご案内のとおり 1 レースで一斉スタートといたします。

◆当日のスケジュール・受付のご案内
8：30 より
スキー場ベースロッジ内に設置した「ご案内所」にて、参加者にゴンドラチケットをお渡しします。
御同伴者様は、個別にスキー場のチケット売り場にてゴンドラ乗車券（往復）をお買い上げください。
※スノーシューのレンタルは山頂の本部受付にて承ります。
※レース参加者以外へのスノーシューの貸出は、原則ございません。
※スノーシュー以外のレンタル（シューズ・ウエアなど）はスキー場のレンタルコーナーにてご自身でお手配下さい。
9：00 より
山頂の本部受付にて参加者受付を行います。参加費と引き換えに、ビブスと参加賞をお渡しします。
9：30 より
大会を開催します。レース終了はおおむね 12：00 を予定しています。
レース中には特設ドッグランにて「雪上運動会」を開催します。参加費無料（参加賞あり）です。どなたでも参加ＯＫ。
ご昼食は、山頂レストランにワンちゃんＯＫスペースがございますのでご利用下さい。席に限りがございますので、お
弁当などご自身でお持ちになっていただく場合は店外となります。
※ベースロッジに降りて、レストランのご利用（ワンちゃん店内不可）の場合は、再度ゴンドラチケットの購入が必要と
なりますのでご注意ください。
13：30 より
表彰式を本部前で行います。表彰式後はお楽しみ抽選会もございます。（賞品多数!!）皆さまご参加下さい。
※抽選会の目玉は「TOWA ピュアコテージのペア宿泊券」です。
14：30 終了予定となります。
※スキー場から 5 分の「那須どうぶつ王国」内にある天然温泉「王国温泉」の半額券が参加賞の中に入っていますの
で是非お立ち寄りください（16：00 で営業終了です）

◆天候による中止のご案内
前日より悪天候によるゴンドラの休止がほぼ確実であると予想される場合は、前日 19：00 までに判断します。
そうでない場合は、レース当日の朝 8:00 に最終判断とさせていただきます。
中止の判断は、那須ドッグクラブのフェイスブックでお知らせします。
https://www.facebook.com/nasuwanko.net/
※ワンコネット那須のホームページにある インフォメーションのコーナーにも連動しています。見出しに「中止のお知ら
せ」という言葉を読めるようにしておきます。
http://www.nasu-wanko.net/
※当日判断の場合は、スキー場ベースロッジにスタッフが 10：00 まで待機しております。
◆駐車場に関する注意事項
当日はスキー場の駐車場が大変混雑することが予想されますので 8：00 くらいまでにはお越し頂いた方がよろしいと
存じます。
万が一スキー場の駐車場が満杯の場合は、那須どうぶつ王国の駐車場へ案内される場合がございます。このときは
送迎用ピストンバスでスキー場へ戻ることとなりますが、バスにワンちゃんが乗れません。
この場合は、運転手様以外はスキー場で車を降りていただき、運転手様のみ那須どうぶつ王国へ移動されることを
オススメします。
◆リードについて
万が一の事故を考え、レース会場ではロングリードや伸縮リードのご利用はおやめ下さい。レースでの使用もお控え
下さい。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
◆おトイレについて
山頂レストラン内のトイレが使用できます。スタート＆ゴールからすぐのところにございます。
◆マスコミ取材について
当日はマスコミの取材がある可能性がございます。写真ＮＧ・掲載ＮＧ等の方は受付の際にお申し出ください。ビブス
番号で取材者にお伝えします。但し万が一報道された場合でも、事務局及びスキー場では一切の責任は負いかね
ますので、予めご承知おき下さいませ。
今回のご案内は以上となります。
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エントリー状況のお知らせと募集終了日のご案内
いよいよ 2 週間後に迫りました。皆さま体調管理と準備はいかがでしょうか？
さて、今回はエントリー状況のご報告と、それによる運営方法の一部変更と募集終了日のご案内をいたします。

(1)小型犬の部
男性 9 チーム、女性 4 チームのエントリーを頂いております。今後のエントリーがあまり増えないようであれば、１レー
スに統合させていただく予定です。但し、1 位～3 位の表彰につきましては、男女別といたします。

(2)大中型犬の部
男性は現在 18 チームのエントリーとなっております。（女性は 14 チームのエントリー）
当初 15 チームの募集ですが、皆さまにご参加頂けるように事務局で検討しました。
①20 チーム以上のエントリーになった場合は、申し込み順で２つのレースに分ける。（表彰はレース別に行います）
②19 チームまでは、1 レースで一斉スタートにする。
何れかの方法で実施の予定ですので、キャンセル待ちのかたも正式エントリーとさせていただきます。
当日は心よりおまちしております。

(3）募集終了日のご案内
本レースの参加募集受付は、2 月 9 日（土）21：00 をもって終了させていただきます。たくさんのかたのエントリーあり
がとうございました。まだご検討中の方は、期日までのメール申込をお願い申し上げます。
mail@nasu-dog.jp
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参加者エントリー状況等のご報告
◆2019 年 2 月 17 日（日）にドッグトレランの冬大会「那須スノードッグトレイルランレース」の本日現在でのエントリー
状況をご報告いたします。
大型中型犬の男性の部
15 チームエントリー
大型中型犬の女性の部
14 チームエントリー
この 2 レースにつきましては、募集エントリー数である 15 チームに達し次第、「キャンセル待ち」での受付をさせて
いただきます。
→キャンセル待ちが 5 チーム以上となった場合は、2 レースに分けて実施することも検討中です。
小型犬の男性の部
6 チームエントリー
小型犬の女性の部
2 チームエントリー
この 2 ﾚｰｽにつきましては、募集継続していますので、是非皆さまのご紹介やお誘いをお願いします!!
◆協賛先様のご紹介
等賞（3 位まで）、参加賞、運動会景品、お楽しみ抽選会賞品をご提供いただく会社・団体のご紹介です。
（敬称略・順不動）

那須ハイランドパーク、 TOWA ピュアコテージ、 ALPHAICON、 Plaiaden,、 SPAPET’S、 北の極、
Searoma、 Fiten、 PULLER、 WOLFGANG、 ZUTTODOG、 アルティメットナーバス、
ホテルフォレストヒルズ那須、 Bon de Choco、 ｍｏｎｔｂｅｌｌ、 ACTIVEWAN、 Mr.Mac、
Hyper flyte Japan、 KONG Japan、 ニッピ、アイペット損害保険、 DHC、 マウントジーンズ那須、
ケンコー社、ペットケアサービス Let’s、ネイチャープラネット、オムーチェアウトドアサービス、
ムーラビート、Chaus

（2019 年 1 月 15 日現在 19 社・団体）
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開催のお知らせと参加者募集のご案内
アウトドアドッグファンの皆さま、大変お待たせしました。
2018 年 6 月 17 日に開催しました「第１回板室温泉ドッグトレイルランレース」に続き、2019 年 2 月 17 日（日）にドッグトレラン
の冬大会「那須スノードッグトレイルランレース」を開催することとなりました。
今回は、ドッグフレンドリーなスノーリゾートとして人気の「マウントジーンズ那須」の全面協力を頂き、標高 1,400m のゴンドラ山
頂駅付近にコース設定します。
スノーシューを履いての本格的なドッグトレランは日本初です。ペット業界・スノーレジャー業界に新たな軌跡を残す主役にあな
たもなりませんか？
林間の遊歩道が中心の比較的緩やかなコースを予定しています。小型犬でも普段あまりアウトドアをされない女性の方でも完
走できるようなコースを設定します。各メーカーさんにもご協力頂き、賞品もたくさんご用意しています。
愛犬とのこの冬の素敵な思い出を、是非那須高原で作りましょう!!
皆さまのご参加をお待ちしております。
主催：ワンコネット那須協議会
運営：ネイチャープラネット
協力：マウントジーンズ那須
栃木プロジェクトプロ
那須ドッグクラブ
※今後の情報は「ワンコネット那須 Facebook ページ」及びワンコネット那須ホームページの特集「今後のイベント」おいてお伝えしてまいります。

開催日時：
募集

：

参加費 ：

場所

：

距離
表彰

：
：

その他 ：
運動会 ：

2 月 17 日（日）9：00 受付開始 ～15：00 終了予定（大会＆表彰式＆お楽しみ抽選会）
※荒天の場合は中止（前日 16:00 までに判断、ワンコネット那須ＦＢとホームページでお知らせ）
６０チーム（１人+1 頭）予定
大型中型犬の部 男女別各１５チーム
小型犬の部
男女別各１５チーム （途中抱っこ可、スリングやリュックは不可）
ひとり 6,500 円 ゴンドラ往復（人＋犬 1 頭）・レース参加費・保険含む
スノーシューレンタルの場合は、別途 1,000 円。
※お支払は、大会当日の山頂の大会本部で受付をいたします。
※ご同伴の方はスキー場チケット売り場にて通常の乗車券を購入してください。（人 1,410 円 犬 800 円）
マウントジーンズ那須 ゴンドラ頂上エリア
※8：30 よりベースロッジ 2 階チケットセンター横案内所でゴンドラチケットお渡しします。
参加受付は山頂会場の大会本部で行います。
全４レースとも１km 程度とする。
全 4 レース別に 1 位～3 位まで。豪華副賞あり。
※1 位タイムのみ参考に計測いたします。
表彰式後、豪華賞品の当たる抽選会がありますのでお楽しみに!!
大会開催中、併設の雪上ドッグランにおいて「愛犬と雪上運動会」を開催します。
参加費無料。選手はもちろん、ご同伴の方や見学の方誰でも参加できます。賞品もご用意。

12 月 7 日より受付開始。下記アドレスにメールでお願いします。（募集人数に到達次第締切といたします）

mail@nasu-dog.jp
① お名前 ②ご住所 ③電話番号 ④年齢 ⑤性別
⑧犬種 ⑨ワンちゃんの体重 ⑩何でこの大会を知ったか
に、事務局より受付完了の返信メールをお送りします。

⑥メールアドレス ⑦「大型中型犬の部」か[小型犬の部]か
⑪ 「宿泊」か「日帰り」か
を必ずお書き下さい。数日以内

