
平成31年１/20（日）
群馬県千代田町東部運動公園

▽申込期間
　平成30年９月１日㈯～10月31日㈬
▽種　　目
　2㎞ / 5㎞ / 10㎞

第３回ちよだ利根川おもてなしマラソン

この大会は、スポーツくじ助
成金を受けて開催されます。



東部運動公園（群馬県邑楽郡千代田町大字上五箇 600）

会　場

健康に自信のある方で、大会の申込規約及び個人情報の取り扱い
[ 後掲参照 ] に同意された方。

参加資格

各部門とも１位から３位まで表彰。

参加者に大会オリジナルグッズ及び地元特産品を進呈します。
参加できなかった方で送付希望の方には「着払い」で発送します。

表　彰

参加賞

種　目 部　門 定　員 スタート時間 制限時間 参加費

2㎞

小学生男子（小学 1～ 3年生）

200 人 10:10 20 分 800 円
小学生女子（小学 1～ 3年生）
小学生男子（小学 4～ 6年生）
小学生女子（小学 4～ 6年生）

5㎞

中学生男子

200 人 10:05 40 分
中学生 1,000 円
高校生 1,500 円
一 般　3,000 円

中学生女子
一般男子Ａ（高校生以上 39 歳以下）
一般男子Ｂ（40 歳以上 59 歳以下）
一般男子Ｃ（60 歳以上）
一般女子Ａ（高校生以上 39 歳以下）
一般女子Ｂ（40 歳以上 59 歳以下）
一般女子Ｃ（60 歳以上）

10㎞

一般男子Ａ（高校生以上 39 歳以下）

600 人 10:00
90 分

※３箇所関門
閉鎖時間あり

高校生 1,500 円
一 般　3,000 円

一般男子Ｂ（40 歳以上 59 歳以下）
一般男子Ｃ（60 歳以上）
一般女子Ａ（高校生以上 39 歳以下）
一般女子Ｂ（40 歳以上 59 歳以下）
一般女子Ｃ（60 歳以上）

※参加費には、保険料を含みます。

種目・部門・定員・スタート時間・制限時間・参加費

平成 31年１月 20日㈰　雨天決行

開催日程

平成 30 年度日本陸上競技連盟競技規則および本大会規定を適用。

①インターネットでのお申込み　スポーツエントリー https://spoen.net
　　　　　　　　　　　　　　　ランネット http://runnet.jp/
②電話によるお申込み　スポーツエントリー☎ 0570-039-846（平日 10:00 ～ 17:30）
③ＦＡＸによるお申込み　スポーツエントリーFAX:0120-37-8434( ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾏｶﾞｼﾞﾝ「ｸﾘｰﾙ」掲載のFAX申込書をご利用ください)
▽申込時に必要な事項　氏名、ふりがな、性別、生年月日、年齢（大会当日）、住所、電話番号（自宅・携帯）、参加種目、
フィニッシュ予想タイム、所属、駐車場利用の有無、熊谷駅発のシャトルバス利用の有無
※①②③の申込みはコンビニエンスストア・クレジットカード等で参加費の支払が可能。
※大会事務局へ電話による申込み並びに当日のエントリーはできません。
※参加費の支払いには、別途手数料が必要となります。

競技規則

申込方法

第３回　ちよだ利根川おもてなし♥マラソン　開催要項マラソン　開催要項

SPORTSENTRY R U N N E T



大会当日の参加者受付はありません。
事前に、ナンバーカード・計測チップ等を郵送いたします。 2㎞ ピンク 5㎞ イエロー 10㎞ ブルー

受　付 ナンバーカード・カラー

(1) 選手用駐車場を利用したい場合には、エントリー時に必ず申し出て下さい。後日、ナンバーカード等とともに駐車券を送付いたします。
(2) 駐車台数に限りがありますので、乗り合わせなどにより、お越しください。
(3) 駐車場によっては、徒歩で 5分～ 10 分程度かかる場合ありますので、時間に余裕をもって会場までお越しください。
(4) 当日の入庫渋滞等が発生しても、スタート時間の変更はいたしません。
(5) 当日、指定駐車場の一部（東部運動公園内）については、競技の都合上、9：30 ～ 11：30 の間の入出庫はできません。

選手用駐車場

(1) 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遵守し、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。
(2) エントリー時に登録された個人情報のうち、完走者の氏名、参加部門、市町村名、記録は、大会が存続する限り保管され、テレビ、新聞、雑誌、インターネットへ掲
載する場合があります。

(3) エントリー時に登録された個人情報は、登録情報の確認、本大会に関する通知、記録の計測、次回大会の案内送付のために使用します。
(4) エントリー時に登録された個人情報のうち、氏名、参加部門、所属、市町村名を大会プログラムに掲載します。

個人情報の取り扱い

(1) 主催者は競技中の事故等に関しては、応急措置及びスポーツ傷害保険の適用範囲内で対応しますが、その後の責任は負いません。
(2) 大会参加に際しては、十分なトレーニングをし、事前に健康診断を受診する等、体調には万全の配慮をした上で参加してください。
(3) 大会へのエントリーを行うにあたり、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（代表者がエントリーの場合）の承認を得てください。
(4) ユニフォームに関する規定を特に定めませんが、公序良俗に反すると主催者が判断した場合には着替えていただく場合があります。
(5) 大会途中で競技役員が競技続行不可能と判断した場合は、走行を中止することがあります。なお、交通規制等の関係で、制限時間を設けます。
(6) 申込は１人１種目とし、申込後の種目変更やキャンセルはできません。
(7) 年齢や性別の虚偽申告、申込者以外の出走は認めません。不正が判明した場合は、参加や入賞が取り消されます。
(8) 地震、風水害、降雪並びに事故等で大会が中止となった場合には、参加費の返金はしません。
(9) 大会の映像・写真・記事・記録等において、氏名・年齢・性別・肖像等の個人情報を新聞・テレビ・ポスター・プログラム、雑誌並びにインタ―ネット等に報道・掲載・
利用させていただく場合があります。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

(10)ナンバーカード及び計測チップは、事前に発送いたします。計測チップは、記録計測用ですので競技終了まで外さないで、終了後に返却して下さい。
(11)参加者は、健康保険証を持参下さい。
(12)競技参加のマナーを守り、他の参加者やボランティア、コース沿道周辺住民への配慮を心がけてください。

申込規約 申込に際して参加希望者は、次の規約に同意のうえ申込みください。

(1) 大会中、事故や火災などの非常事態が発生した場合、コース上を緊急車両が優先通行することがありますので、警察官や消防官および競技スタッフ等の指示に従って
ください。

(2) 招待選手は、主催者が推薦する者とします。
(3) 視覚障害者の伴走者はエントリーの必要はありませんが、当日前後から伴走者であることが分かるように各自で表示してください。盲人マラソン協会（JBMA）規則に
よります。

選手の安全確保と交通規制解除を円滑に行うため、10㎞コースについては、右
の３箇所に関門を設置し、閉鎖後は競技を継続できません。
※各関門通過後、次の関門閉鎖時間を超えると思われる選手は、途中でもレース
の中止を命じることがあります。

※なお、ゴール（10㎞）の制限時間は、11:30 までとなります。

関　門 距　離 概算位置 時　間
第１関門 3.5km地点 赤岩信号機付近 10:35
第２関門 6.0km地点 赤岩渡船堤防天端 10:50
第３関門 8.9km地点 上五箇三橋神社 11:20

原則、左側走行になります。 
※各コースには 1㎞ごとに表示があります。

平成 30年９月１日㈯～ 10月 31 日㈬
※定員になり次第、締め切ります。
※ナンバーカード、計測チップ、大会プログラム、駐車券、シャトルバス乗車券等は、マラソン大会当日の 10 日前までに発送します。

競技留意

関門閉鎖

走　行

申込期間

フィニッシュタイムを参考にスタート整列ブロックを設定しています。各部門す
べての選手は、スタート時間10分前にスタート地点に着いて下さい。（前列10㎞、
中列 5㎞、後列 2㎞の順に並び、順次スタート）

ナンバーカードは、胸のあたりに安全ピンでとめてください。

スタート出走準備

大会注意事項



フィニッシュは、東部運動公園となります。
※フィニッシュ地点は狭いので、係員の誘導に従い、速
やかにゴール周辺から移動し、ドリンク・完走証を受
け取ってください。
※豚汁無料サービスなどがあります。

当日は、総合体育館南側の芝生広場で各種模擬店等の物
販がありますのでご利用ください。

フィニッシュ

芝生広場
表彰の対象は、各部門１位～３位です。終了後、お楽しみ
抽選会や閉会式を行います。

完走者に完走証を発行します。 
※本部テント前に、各部門ごとの記録を掲示します。
※大会終了後、千代田町ホームページに関連情報を掲載
します。

▽東北自動車道　「館林 I.C」から 30 分
▽関越自動車道　「花園 I.C」から 50 分
▽北関東自動車道　「太田桐生 I.C」から 30 分

表彰・お楽しみ抽選会・閉会式

記録等

会場アクセス

▽常設トイレ　総合体育館内、芝生広場西側、芝サッカー
場北東
▽仮設トイレ　東部運動公園内に仮設トイレを設置予定
※コース上にも仮設トイレを設置予定です。

希望者には、先着 50 名様に限り、JR 熊谷駅～会場を
往復する無料シャトルバスをご用意いたします。必ず、
参加申し込みの際に併せてお申出ください。

▽休憩所　総合体育館内、その他公園内各所
▽更衣室　総合体育館内（男女別に区切ってあります。） 
▽手荷物預かり　総合体育館内（所定の袋に入れ、ナン
バーカードを確認の上、受渡しをします。）
※「貴重品は自己管理」でお願いします。

トイレ

無料シャトルバスのご案内

休憩所、更衣室、手荷物預かり

コースMAP（概略図）

大会に関するお問合せ
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”　いいね！”をお願いします！

ちよだ利根川おもてなしマラソンで検索！マラソンコースなど随時更新していきます！

Facebook

ちよだ利根川おもてなしマラソン運営委員会事務局
（千代田町役場総務課・企画調整係内）

☎ 0276-86-7007 ／群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩 1895-1

検 索おもてなしマラソン

大会開催要項の内容は変更になる場合が
あります。町公式HPに最新情報を随時
更新していきますので、ご覧ください。




