28TH

KAKOGAWA
MARATHON

2 0 1 6 . 1 2 . 2 3（ f r i ）

コースマップ
往路
復路

18
21.0km地点
米田地区臨時収容

定員合計

関門③
29.0km地点
13時30分

制限時間は

6,400人

5時間 30分!!

※特別申込枠含む

関門②
23.7km地点
12時50分

関門⑤ 37.2km地点
14時35分

フル一般 9:45スタート

救護所

関門① 13.3km地点
11時40分
関門④ 34.3km地点
14時10分

☆募集要項・専用振替用紙の取り寄せ方法☆
大会エントリー予定者の氏名、郵便番号、住所を明記した返信用封筒（※切手貼付）を同封のうえ、
下記「加古川マラソンパンフレット発送センター」まで封書にて請求してください。
※送付請求部数により、切手代が異なります。詳しくは下記までお問合せください。
※請求締切日：平成28年８月９日（火）※必着

募集要項請求先
〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9 加古川マラソンパンフレット発送センター
TEL：（03）3714-7924（平日10：00～17：00、8/10～8/16は除く）

大会に関する問い合わせ先
加古川マラソン大会実行委員会事務局

〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所ウェルネス推進課
（E-mail well@city.kakogawa.lg.jp）
※フリーメールアドレスには返信できません。

TEL（079）427-9180
FAX（079）424-1373 （平日9：00～17：00）

会場までのアクセス
【電車をご利用の方】 ＪＲ加古川駅南交差点付近から無料シャトルバスで10分。
加古川南高校（シャトルバス発着地点）下車後、会場まで徒歩5分。
【車をご利用の方】 加古川バイパス加古川ランプより会場北駐車場まで5分、会場南駐車場
まで20分。いずれの駐車場とも会場まで徒歩15～25分程度。
なお、会場北駐車場の復路のみ、無料シャトルバスを運行します。
また、車で来場される方は、駐車券を発行しますので、申込時に車利用の
有無を必ず申請してください。 ※申込完了後の駐車券発行はできません。

参加者募集
水と緑と風！今年のラストランは加古川で!!

●ふるさと納税枠【先着】

●郵便振替 エントリー【抽選】

8月 9 日
（火）20時～21日
（日）24時

8月17日
（水）～19日
（金）※消印有効

（RUNTESエントリー） ●RUNTES エントリー【先着】
●加古川市民先行申込枠【先着】

種目：フルマラソン・

8月17日
（水）20時～21日
（日）24時

8月23日
（火）20時～9月8日
（木）24時

10 km・5 km・ファミリー 2 km・3 km（一般申込不可）

会場：兵庫県立加古川河川敷マラソンコース 加古川みなもロード（日本陸連公認コース）
■主

催：加古川マラソン大会実行委員会、一般財団法人兵庫陸上競技協会

■後

援：国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所、兵庫県、高砂市、加古川ライオンズクラブ、加古川商工会議所、加古川市町内会連合会、朝日新聞姫路支局、

■共

催：加古川市、加古川市教育委員会、加古川市体育協会

■主

管：加古川市陸上競技協会

神戸新聞社、産経新聞社、毎日新聞姫路支局、読売新聞姫路支局、サンテレビジョン、ラジオ関西、BAN-BANネットワークス株式会社、Kiss FM KOBE、NHK神戸放送局
■特別協賛：ニッケグループ 日本毛織株式会社、一般財団法人清徳記念会
■協

力：一般社団法人加古川医師会、加古川市スポーツ推進委員会、NPO法人加古川総合スポーツクラブ、兵庫県柔道整復師会東播支部

お申し込みはインターネットが便利 !!

ランネット

大会ホームページ

加古川マラソン

全国

00
ランニング大会1

年連続認定！
撰に10

加 古 川 マ ラソ ン に は こ ん な 魅 力 が いっ ぱ い！
POINT

1

フラットなコースと１km毎の距離表示

POINT

2

2.5km毎の充実したエイドサービス

POINT

3

フルマラソン完走者にフィニッシャータオル
をプレゼント！

POINT

4

POINT

POINT

5

ペースランナーが完走をサポート！

6

キッズ応援ランナーの伴走♪

大会名物「手作りぜんざい」サービス

3時間、4時間、5時間のペースランナーが目標タイムでの
完走をサポート！
あと一歩を後押ししてくれる元気いっぱいのキッズ応援ランナーと
一緒に感動のゴールを！
※4時間半以降、残り1km地点から。全員への伴走はできません。

時：2016年12月23日（金・祝） ※雨天決行
目：第1･2部は日本陸上競技連盟・登録者のみ参加できます。

目

３km
（特別申込枠）

員

参加料 ふるさと 加古川市民 一般申込枠 スタート時刻
納税枠 先行申込枠
【郵便振替】
【ネット】
【ネット】
【ネット】

登録男子（18 才 以 上）
登録女子（18 才 以 上）
一般男子（18 ～ 29 才）
一般男子（30 ～ 39 才）
一般男子（40 ～ 49 才）
100人
一般男子（50 ～ 59 才） 6,500円
一般男子（60 才 以 上）
一般女子（18 ～ 29 才）
一般女子（30 ～ 39 才）
一般女子（40 ～ 49 才）
一般女子（50 才 以 上）
一般男子（高校生以上） 4,000円
－
一般女子（高校生以上）※高校生2,000円
一般男子（中学生以上） 4,000円
－
一般女子（中学生以上）※中高校生2,000円
－
一般男女（小学生以上）１人1,000円
東播二市二町
男子
1,000円
－
中学生のみ
女子 （一般申込不可。別途募集）

参加賞

関門閉鎖時刻

関門①13.3km地点
11時40分
ムレない、
ベタつかない、 関門②23.7km地点
サラッと感覚で
12時50分
大好評！！
関門③29.0km地点
13時30分
200人 3,800人
大会オリジナル
9：45 「ニッケアクティブ 関門④34.3km地点
14時10分
ウール」Ｔシャツ
関門⑤37.2km地点
※申込時にサイズ
14時35分
を選 択。未選 択

9：35

600人

－

100人

750人 10：25

－

100人

150人 10：50

－

100人

250人

－

－

9：55
10：35

の場 合は、男 性
Ｌサ イ ズ、女 性
Ｍサイズとなり
ます。
※Tシャツのサイズ
交換不可。

大会オリジナル
記念品

【厳守】
関門を通過できな
い場合は競技を中
止し、
必ず収容車両
に乗ってください。
※関門閉鎖をもっ
て、当該区域の救
護・給水活動を終
了します。

ふるさと納税枠
申込期間 平成28年８月９日(火)20時～21日(日)24時
定
員 100人（先着）
加古川市に13,000円以上の寄附をいただいた方を対象に、無料参加の
権利を進呈いたします。詳しくは、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を
ご覧ください。
※問合せ先：加古川市役所総務課(TEL079-427-9135)

加古川市民先行申込枠

第37回篠山ＡＢＣマラソン大会へご招待！

申込期間 平成28年８月17日（水）20時～21日（日）24時
種
目 フルマラソンのみ
定
員 600人
※加古川市在住の方のみお申し込みいただけます。

フルマラソンを完走された方の中から３人を抽選いたします。
当選された方は来年３月開催の「第37回篠山ＡＢＣマラソン
大会」に無料で参加できます。
※参加料のみ無料。交通費等は自己負担となります。
・抽選への参加をご希望の方は、お申し込みの際に「篠山ＡＢＣ
マラソン大会への招待抽選を希望します。」にチェックして
ください。
・結果については、大会終了後に大会ＨＰで発表します。
※当選者には事務局より通知します。

第29回加古川マラソン大会へご招待
フルマラソン各部門(第１～11部)で、グロスタイム上位３名を
第29回大会に無料招待します。

スタート整列(フルマラソン一般の部)
（先着）

■完 走 証
制限時間内に完走したランナーには、大会当日に完走証を発行します。
※５km毎のスプリットタイム及びハーフ地点のタイムは記載して
おりません。
■招待選手
交渉中
■免
責
競技中の事故については、傷害保険の範囲内及び応急処置以外の責任
は負いません。

着】

平成28年 8月17日
（水）20時～21日（日）24時

専用振替用紙【抽 選】
平成28年8月17日（水）
～19日（金）
※消印有効

※定員になり次第締め切ります。※加古川市在住の方のみお申し込みいただけます。
※「お仲間エントリー」は利用できません。

①専用振替用紙をご希望の方は、加古川マラソンパンフレッ
ト発送センターにご請求ください。
②専用振替用紙(コピーでの使用不可)に必要事項を記入
一般申込
の上、事務手数料500円を添えて、ゆうちょ銀行または
平成28年
（火）
（木）
郵便局の窓口・ATMにてお申込みください。
※別途、払込手数料がかかります。
※各種目定員になり次第締め切ります。
※申込期間前・後の払込みは無効となり、事務手数料の返金
はいたしません。
パソコンまたは携帯電話から下記のURLにアクセスし、大会エントリーページの
※過剰・重複入金の返金はいたしません。
指示に従ってお申し込みください。
※事務手数料は、当選、落選に関わらず、返金できません。
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、 ③抽選結果については申込時の住所へ通知します（９月下旬
ATMなど）
。
予定）。当選者には、参加料支払専用用紙を送付します。
指定期日までに参加料をお支払ください。
※エントリー手数料

20時～９月８日

4,000円まで205円（税込）

24時

4,001円以上5.15％（税込）

携帯バーコード

▶

■表
彰
各部門の上位６名（ファミリー２km（第16部）を除く）。
※グロスタイムで行います。
※フルマラソン一般の部については、男女別に「総合の部」を設け表彰
します。第３～11部の表彰式は行いません。表彰品は後日送付します
（「総合の部」の表彰者を除く）。

専用振替用紙（抽選）でお申し込みいただけます。※当日申込はありません。

加古川市民先行申込（フルマラソンのみ）

8月23日

申込方法

■記録計測
スタート・ゴールタイムに加え、
５㎞毎のスプリットタイム及びハーフ地点
のタイムを計測します。
【ランナーズアップデートサービス】
大会当日、
リアルタイムで携帯電話・パソコンからランナーの通過記録
（フィニッシュタイム含む）
を確認できます。
応援の方・ご家族も楽しめます♪
※通信環境により、ご利用いただけない場合があります。

■給
水
給水所は約2.5㎞ごとに16ヵ所設置します。20㎞以降にはバナナ・
ベビーシュークリーム等の食べ物を用意します。
■注意事項
①参加者は右記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。
②大会参加に関しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診
する等、体調には十分ご留意ください。
③大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者は
一切責任を負いません。
④大会開催中は、
スタッフの指示に従ってください。
⑤競技中でも、緊急車両の通行を優先させ走者を停止させる場合が
あります。
⑥代理出走及びスタート後の出走は一切認めません。
⑦視覚障がいのある方で単独走行が困難な方は、伴走者1名を付ける
ことができます
（盲導犬の伴走は不可とします）。
⑧小・中学生、高校生の参加については、保護者の承諾（署名）が必要
です。
⑨寒い時期に開催のため、各自防寒対策をしてください。
⑩大会HPにQ&A等記載していますので、必ずご覧ください。
⑪大会に参加できなかった方で、参加賞の送付を希望される方は、大会
終了後に参加賞引換券を事務局まで郵送いただくと、送料着払いで
送付いたします。
【2017年１月31日(火)必着】
⑫領収書の発行対応はいたしません。
⑬大会会場内において、
無人航空機の使用は禁止しています。

申込時に申告していただく目標タイムを参考に、スタート整列の
ブロックを指定いたします。
※タイムが未申告の場合は、最後尾のブロックとなります。

【先

※東播二市二町：加古川市・高砂市・播磨町・稲美町

■制限時間
フルマラソン一般のスタート時刻を基準とし、５時間30分経過後の
15時15分に全競技を終了します。

メディカルランナー募集！
参加者（フルマラソンの部）の中から、医師・看護師・救急救命士の資格を
お持ちのランナーを対象に、大会に参加しながら救護活動及び救護スタッフ
の補助を行っていただくメディカルランナーを募集します。
メディカルランナーとして登録いただき、大会当日の出走が確認された方
には、大会終了後に加古川市の特産品をお送りいたします。
皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
※詳細については加古川マラソン大会実行委員会（TEL079-427-9180）
までお問合せいただくか、大会ＨＰをご覧ください。
※昨年は22名のメディカルランナーに出走いただきました。

今大会の新たな取組！

申込期間

1
2
3
4
5
フルマラソン
6
※高校生除く
7
8
9
10
11
12
10km
13
14
５km
15
ファミリー２km 16

部門・対象

●申込時に住所を正確・詳細にご記入・ご入力ください。
●申込後に住 所 変 更した場合は、必ず加古川マラソン大 会 実 行 委員会
事務局、郵便局への転居届の手続きをお願いいたします。
●同封のナンバーカードまたは記録計測チップを紛失、もしくは忘れた
場合、当日会場で再発行
（有料：1,500円）が必要となりますので必ず
ご持参ください。※12月中旬以降、事前送付物が届かない場合、必ず
事務局へご連絡ください。

■コ ー ス：兵庫県立加古川河川敷マラソンコース「加古川みなもロード」
（日本陸上競技連盟公認コース）

定
種

大会前（2016 年11月下旬予定）にナンバーカードや記録計測チップ等、
大会参加に必要な物を事前送付しますので、会場での受付はありません。

〔その他事前送付物〕
大会誌、参加賞引換券、手荷物預り専用袋、
チップ返却用封筒、駐車券（希望者のみ）、協賛チラシ 等

開 催 要 項
■日
■種

ナンバーカード、記録計測チップ等は
大会前に送付します。

※エントリーの際は、ＲＵＮＮＥＴへの会員登録（無料）が必要となります。

1 ．自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・名義変更はできません。また、
過剰入金・重複入金の返金はいたしません。なお、同一人物による重複エントリーはできま
せん。重複の場合は、エントリーを取り消します。
2 ．郵便事情、インターネット機器・回線の不具合による申込遅れについて、主催者は一切の
責任を負いません。
3 ．地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止についてはその都度主催者
が判断し、決定します。なお、その場合、参加料の返金はいたしません。
4 ．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。
5 ．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。
6 ．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。
7 ．私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請
求を行いません。

※別途、エントリー手数料（フル334円、フル以外205円）及び
払込手数料がかかります。

※指定期日までに入金がない場合、
当選は無効となります。
※当選者以外は、エントリーできません。
当選者以外からの入金があった場合、手数料1,000円を
差し引いた金額を返金いたします。

8 ．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。
9 ．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。
10．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、次回以降の参加資格はく奪等、主催者
の決定に従います。また、主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等
一切の責任を負いかねます。
11．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。
12．大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。
13．上記の申込規約の他、主催者の運営方針や、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が優先します）。

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。

