


■開 催 日
平成28年5月8日（日）

■種目･スタート時刻

■参加資格
小学生以上の健康で走れる人。　但し、18才未満は保護者の同意を得た人
に限る。　尚、年齢については大会当日を基準日とする。　高校生は一般に
含む。　また、中学生が５㎞に参加する場合は29才以下の部門に参加する
ことができる。親子の部については、親１人・子１人を１組とする。

■表　　彰
参加者全員に記念品。　「親子の部」を除く各種目１位～６位に賞状。
１位～３位までに賞品。

■特別表彰
夫婦の部として同距離部門（5㎞・10㎞対象）に参加した夫婦の合計タイム
により1位～5位に賞状及び賞品。

■日　　程
参加者受付　7：00～8：50　　　スタート　20㎞～　9：50～
開会式　　　8：45～9：15　　　表彰式　　　　　　11：00～12：45

■注意事項
①心疾患、疾病等なく、健康に留意、十分なトレーニングをした上で大会に
参加してください。
②参加にあたり家族、親族又は保護者の承諾を得てください。
③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は、主
催者の競技中止の指示に従ってください。
④大会開催中に負傷、事故に遭遇又は発病した場合には応急処置を受け
ていただきます。
⑤大会開催中に負傷、事故に遭遇又は発病した場合、さらにこれが原因で
後遺症が発症した場合、その原因の如何を問わず大会主催者及び大会
企画者、関係者に関する一切の責任を免除し、参加者に対する補償は大
会側が加入した保険の範囲内であることを了承していただきます。
⑥大会当日は、参加者自ら体調チェックを必ず行い、体調不良の場合はレー
スに参加しないでください。
⑦参加者又は参加者の相続人、遺言執行者、近親者及び管理人等からの損
害賠償請求等の一切をお受けしません。
⑧代理出走を禁止します。
⑨大会出場中の映像、写真及び記録等のテレビ、新聞、雑誌及びインター
ネット等の掲載権は主催者に属します。　（大会当日に実行委員会で撮
影した写真は、大会記録一覧、次回ポスター等に無許可で使用することが
あります。　また、申し込まれた方の氏名、年齢、都道府県名、所属、記録
等を大会ホームページおよび大会記録一覧に記載させていただきます。）
⑩申し込まれる方は、前記の各種目制限時間内に完走可能な方に限らせて
いただきます。　また、参加者の安全を確保し大会運営をスムーズに進め
るために、10㎞ならびに20㎞の部門では11時40分に５㎞コースの折返地
点に関門を設け、競技を中止していただきます。　そして、その関門に達し
ていない方も合わせて後尾車に乗車していただきますので必ず役員の指
示に従って下さい。
⑪大会当日、午前９時30分より12時30分までの３時間、コース全域に交

通規制を行いますので余裕を持ってお越しください。
⑫貴重品は各自で保管してください。盗難及び紛失等の責任を主催者は負
いません。
⑬駐車場内でのトラブルについて一切責任を負いません。
⑭参加者は健康保険証（写し可）をご持参下さい。
⑮大会当日の申し込み及び種目の変更等は受付いたしません。

■参加者制限
大会運営上、1.5km（親子の部を除く）の部200人、３㎞の部600人、
５㎞の部1,000人、10㎞の部1,000人、20㎞の部1,000人、親子200
組（400名）で受付を締め切ります。申込を受理できなかった方には４月
上旬に通知します。

■参 加 料
一般 3,000円　高校生・中学生・小学生 1,000円　親子１組 2,000円

■申込み方法
競技参加ご希望の方は必ず所定の用紙に必要事項をご記入のうえ、
　　　　　　（インターネット・携帯サイトエントリー）または、専用振替払込
用紙（ゆうちょ銀行通常振込み）にてお申込みください。　締切日以後到着、
または当日不参加もしくは天候、事件及び事故等の理由で主催者が大会開
催及び続行が不可能と認めた場合は大会を中止とし参加料の返還はいた
しません。
※申し込み後の種目の変更等は受付いたしません。

■受付期間
（郵 便 振 込）　平成28年2月9日㈫～平成28年3月1日㈫
（インターネット）　平成28年2月9日㈫～平成28年3月18日㈮
※参加料の入金先着による定員締切となりますので、お早めにお申し込み下さい。

■そ の 他
①大会約１週間前までに参加通知書を郵送いたします。（参加通知書の裏
面が大会参加の誓約書になっていますので、署名をしていただきます。
なお参加者が18歳未満の場合は、保護者の署名も必要になります）大会
当日必ず持参し受付してください。　参加賞、ナンバーカード、ランナーズ
チップ等は受付時に参加通知書と引き換えにお渡しします。
②本大会はランナーズチップによる記録処理を行います。（親子の部除く）
ナンバーカードと一緒に封入されているランナーズチップを必ずシューズ
に装着してください。　受付だけで出走されない方はランナーズチップを
お返し下さい。　フィニッシュ後はランナーズチップの回収にご協力下
さい。　ランナーズチップを紛失された場合は実費（1,300円）を頂きます
のでご了承下さい。
③制限時間内完走者には、完走証を当日交付いたします。
（制限時間内にゴールできなかった方への完走証の発行は行いません）
④親子の部については、記録処理、表彰は行いません。
（完走証は交付します）
⑤完走証交付の際に、表彰対象者に対して表彰予定時刻を記載したメモをお渡し
いたします。　対象者の方は、表彰予定時刻までに表彰者受付までお越し下さい。
⑥大会記録一覧表（一部700円）を作成いたしますので、希望者は大会申し込
み時に大会記録一覧表希望欄に記入して下さい。　後日郵送いたします。
⑦当日は、できるだけ会場周辺の駐車場に止めていただき満車の場合には会
場手前の駐車場に止めてシャトルバスをご利用下さい。　（駐車場には限り
がありますので、車でお越しの方は乗合せの上、お早めにお越しください。）
⑧ＪＲ小浜線美浜駅より下記のとおり会場直行無料バスを運行しますので
ご利用下さい。

第 回 美浜・五木ひろしマラソン　　　のポイント

●5㎞または10㎞の同距離部門に夫婦でお申し込みされる場合は、「夫婦の部希望 有」に○をつけ、相手の名前を記
入して下さい。夫婦共に同距離の部門であれば年齢別の種目は問いません。（1.5㎞・3㎞・20㎞の部は対象外です）

●お申し込みの際に夫婦の部希望欄に記入のない場合は、夫婦の部にエントリー無しとします。
●夫婦の部に参加される場合でも、夫婦それぞれが一人ずつお申し込みをして下さい。

5㎞・10㎞に夫婦で参加するランナー必見!  同距離部門に参加した  夫婦
の合計タイムで1位～5位を特別表彰させていただきます。
お申し込みについては、下記のとおりです。

大 会要 項

■事務局からのお知らせ■

大会スケジュール

 km  種　　目 スタート時刻 制限時間
 20 一般男子の部・一般女子の部 9：50  2時間10分
 
3
 50才以上男子の部・一般女子の部

  中学生男子の部・中学生女子の部 10：00  30分 
 
1.5
 親子の部（小学生1年から4年生） 10：05  20分  小学生男子の部・女子の部（5年生以上）

 10 一般男子の部・一般女子の部 10：35  1時間20分
   29才以下男子の部・30才代男子の部
 5 40才以上男子の部  10：45  1時間
  29才以下女子の部・30才以上女子の部

っ

☆10㎞ならびに20㎞の部門では11時40分に５㎞コース折返地点に関門を設け、競技を中止していただきます。
☆午前９時30分～12時30分までの３時間、コース全域に交通規制を行います。当日は車が混みあいますのでお車でお
越しの方は乗り合わせの上お早めにお越しください。（駐車場に限りがあります）

☆表彰式をスムーズに進行するため、表彰対象者に完走証交付の際に、表彰予定時刻を記載したメモをお渡しいたします。
表彰予定時刻までに表彰者受付までお越し下さい。

（例１）夫5㎞30才代男子の部+妻5㎞29才以下女子の部➡夫婦の部にエントリーO.K.　（例２）夫10㎞一般男子の部+妻10㎞一般女子の部➡夫婦の部にエントリーO.K.
（例３）夫10㎞一般男子の部+妻5㎞29才以下女子の部➡同距離でないため夫婦の部にエントリーできません
（例４）夫20㎞一般男子の部+妻20㎞一般女子の部➡5㎞・10㎞限定のため夫婦の部にエントリーできません

まる

5㎞
10㎞限定企画
5㎞
10㎞限定企画

参加賞

※ドライＴシャツの
為、通常のＴシャ
ツより若干小さい
作りになります。お
申し込みの際には
サイズのご記入に
ご注意下さい。 http://mihamaitsuki-marathon.jp

日本の水浴場88選
に選ばれた水晶浜の
海岸線コース!ロケー
ションは抜群です。
※10㎞・20㎞ は 日
本陸連公認コース
です。

日本の水浴場88選
に選ばれた水晶浜の
海岸線コース!ロケー
ションは抜群です。
※10㎞・20㎞ は 日
本陸連公認コース
です。

会場では美浜
の特産品を販
売しています。

会場では美浜
の特産品を販
売しています。

※写真は第２７回大会のもの※写真は第２７回大会のもの

風光明媚な
　　 海岸線コース
風光明媚な
　　 海岸線コース

参加者全員に
　記念Ｔシャツ
　プレゼント！！

参加者全員に
　記念Ｔシャツ
　プレゼント！！ 親子の部を除く各種目１位～３位に

副賞として特産品を贈呈します。
親子の部を除く各種目１位～３位に
副賞として特産品を贈呈します。

１位から３位に
　　美浜の特産品
１位から３位に
　　美浜の特産品

大会ホームページを新設しまし
た。ホームページより、エント
リーや選手名簿の検索ができ
ます。ぜひご活用ください。

大会ホームページを新設しまし
た。ホームページより、エント
リーや選手名簿の検索ができ
ます。ぜひご活用ください。

大会ホーム
　　　ページ新設!
大会ホーム
　　　ページ新設!

夫婦の部特別表彰夫婦の部特別表彰

参加者受付 7：00～8：50 開会式   8：45～  9：15
スタート20㎞ 9：50～ 表彰式 11：00～12：45

5/7（土）  16:10発 （案内所紹介旅館付近に停車）
5/8（日）  8:05発 （会場直行）  大会終了後美浜駅まで運行

★若狭美浜インターから会場までの所要時間は通常約20分、美浜駅か
ら会場までの所要時間は通常約30分ですが、大会当日は車が混み合
うため１時間以上かかる場合があります。また、駐車場に限りがありま
すのでお車でお越しの方は、乗り合わせの上お早めにお越し下さい。

申込 方法

A大会ホームページ　　　　　　　　　　　　　　　2/9火から
申込締切日 平成28年3月18日㊎

（インターネット・携帯サイトエントリー）

QRコード対応の携帯電話を使うと、
申込サイトにアクセスできます。

【個人情報の取り扱いについて】
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の提供、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。

申込規約
大会申込に際して、参加者は下記の申込規約に同意の上、必要事項をご記入下さい。
1.主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
2.自己都合によるお申込み後の種目変更、キャンセルはできません。
3.年齢・性別の虚偽申告、申告者以外の出場（不正出走）は認めません。その場合出場が取り消されます。
4.地震・風水害等の気象状況・事件・事故等による中止の場合の参加料返金の有無、額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。
5.上記2・3、または過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
6.大会出場中の映像・写真・記録等のテレビ・新聞・インターネット等への掲載権は主催者に属します。
7.主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱います。
8.主催者は、上記の申込規約の他、各大会規約に則って開催します。

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指示に従ってお申し込み下さい。
支払い方法は、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・コンビニ払い・ATM払い など）。
※エントリーの際はRUNNETの会員登録（無料）が必要となります。
※エントリー手数料：4,000円まで205円、4,001円以上5.15%（税込） 

マラソン専用ホームページ http://mihamaitsuki-marathon.jp

B専用振替払込用紙
申込締切日 平成28年3月1日㊋

専用振替払込用紙のお取り寄せ方法 専用振替払込用紙請求先

本実行委員会ではAの大会ホームページでの申込を推奨していますので、ご協力下さい。

■お取り寄せ受付期間
平成28年2月9日㊋～2月22日㊊消印有効
■使用可能期間(専用振替払込用紙による募集期間)
平成28年2月9日㊋～3月1日㊋消印有効
■ご留意いただきたいこと
・専用振替払込用紙のお取り寄せは、2/22㊊消印分まで受け付けます。2/23㊋以降の消印分や請求多数による送付終了の場合は、パン
フレットのみの送付となりますので、お早めにご請求下さい。（地域により使用可能期間に間に合わない場合があります）
・専用振替払込用紙はコピーでは使用できません。
・お送りいただく返信用切手が返信に必要な金額を超過している場合、切手の返却はできませんので、ご了承願います。
・返信用切手が必要な金額に満たない場合、返信できませんのでご了承願います。

美浜・五木ひろしマラソン
パンフレット発送センター

〒152－8532 東京都目黒区原町1－31－9

TEL. - -
（受付時間 10：00～17：00　祝日を除く月～金曜日　）

専用振替払込用紙（コピー不可）に必要事項をご記入の上、参加料を添えて、ゆうちょ銀行または郵便局窓口でお申し込み下さい。
参加希望者で定員超過のため参加をお断りした方には参加料を返還いたします。
確認用にコピーを大会まで保存されることをおすすめします。　※払込手数料：130円（窓口）

専用振替払込用紙の請求については、返信用
封筒に切手を貼り美浜・五木ひろしマラソンパ
ンフレット発送センターまで送付してください。
切手の額については、定形郵便物の場合１部
82円、２部92円、３部以上についてはパンフ
レット発送センターまでお問い合わせください。

専用振替払込用紙は、美浜･五木ひろしマラソン
パンフレット発送センターより取り寄せが必要です。


