


保土ケ谷公園

ラグビー場が

会場です

開 催 日／2019年2月17日（日）※雨天決行、荒天中止

会　　場／保土ケ谷公園ラグビー場（スタート・フィニッシュ）

コ ー ス／ラグビー場内・公園内通路

種　　目／2km、5km、10km（すべて未公認）

時　　間／◎受　　付／2km 9：00～9：30
5km、10km 9：00～9：50

◎開 会 式／9：30
◎スタート／2km 10：00

5km 10：30
10km 11：15

◎表 彰 式／各種目終了後予定
参加資格／◎アマチュアの健康な方

（※10kmの部のみ1時間30分以内に完走できる方）
◎小・中学生、高校生は保護者の同意が必要

表　　彰／◎各部門とも5位まで表彰します。
◎参加者全員に参加賞を差し上げます。
◎完走者には、記録証を即日発行します。

記録計測／◎記録計測はランナーズチップの着順・タイム自動測定システムにて行います。
ナンバーカード袋に入っているランナーズチップをシューズに着けて出走して
ください。ランナーズチップはフィニッシュ後、ご返却いただきます。
◎当日受付をされて棄権される方は、ナンバーカード袋に入っているランナーズ
チップを必ずお返しください。
◎ランナーズチップの返却が確認できない場合は、実費（1,500円）を負担して
いただきます。

注意事項／①申込規約に同意の上、お申し込みください。
②参加者は事前に医師の健康診断を受けるなど、各自の責任において健康管理を
してください。
③万一の事故に備え、保険証を持参してください。
④更衣室は公園内にあります。
⑤手荷物は公園内の体育館でお預かりします。（佐川急便:有料）
⑥有料駐車場はありますが台数に限りがございます。ご参加の際はできるだけ
電車・バスをご利用願います。

⑦参加者は大会役員の指示に従ってください。
⑧大会当日の約1週間前までにナンバーカード引換券をハガキで郵送します。
　大会当日ご持参ください。
⑨ラグビー場内は飲食禁止です。飲食はスタンド及び公園内でお願いいたします。

※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、
　お申し込みください。

自己都合による申込後の種目変更、キャ
ンセルはできません。また、過剰入金・重
複入金の返金はいたしません。定員を超
える申し込みがあった場合、入金期限内
に参加料の支払いが完了していても入
金日によっては申し込みが無効となる場
合がございます。その場合、主催者が定
める方法により返金されます。
地震・風水害・降雪・事件・事故・
疫病等による開催縮小・中止、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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、次回以降の資格はく奪等、
主催者の決定に従います。また、主催者
が虚偽申告・代理出走者に対する救
護・返金等一切の責任を負わないこと
を了承します。
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。
大会申込者の個人情報の取り扱いは、
別途記載する主催者の規約に則ります。
上記の申込規約の他、主催者が別途
定める大会規約に則ります（齟齬があ
る場合は大会規約を優先します）。

申込規約
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2.

3.

4.
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6.

7.
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11.

12.

※ファミリーの部は3人まで参加できます。ご家族で一緒にフィニッシュしていただきたいため、
　保護者（18歳以上）1人につき小学生2人までの参加となります。

（インターネットエントリー）

パソコンまたはスマートフォンから下記のURLにアクセスし、大会エントリーページの指示に
従ってお申し込みください。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、ATMなど）。 ※事前にRUNNETへの会員登録（無料）が必要です。
※エントリー手数料：4,000円まで205円、4，001円以上5.15%（税込）

申込締切 2019年1月10日（木）
A

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。

個人情報の
取り扱いに
ついて

大会に関するお問い合わせ先

パンフレット ・ 専用振替用紙のご請求先

保土ケ谷区役所地域振興課

TEL.045-334-6308

大会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.03-5768-5430（自動音声）

（平日8:45～17:00 ※土・日・祝日を除く）

■JR保土ケ谷駅西口より横浜駅
西口行きまたは保土ケ谷駅行き
循環（25系統）バス10分、

　保土ケ谷野球場前下車

■相鉄線星川駅より保土ケ谷駅
西口行き（２５系統）バス7分、
保土ケ谷野球場前下車

■相鉄線星川駅または、和田町駅
より徒歩15分

交通のご案内

会場案内図

専用振替用紙 で　　　　　　　　　　　　　     からお申込みいただけます。BA または 2018年9月20日（木）

専用振替用紙
専用振替用紙（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
お申し込みください。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

申込締切B

専用振替用紙が必要な方は、氏名・住所・希望部数を明記した返信用封筒（切手貼付）を同封のうえ、下記のパンフレット発送セン
ターまでご請求ください。切手料金は請求部数によって異なりますのでお問い合わせください。後日パンフレット発送センターか
ら専用振替用紙をお送りします。

2018年12月26日（水）消印有効

http://www.karugamomarathon.jp/大会ホームページ

http://runnet.jp/

記録証は
即日発行

横浜マラソンチャレンジ枠
10㎞の部上位入賞者に横浜マラソン2019のフルマラソンの出走権を付与します。※別途参加料や参加手続きが必要です。※2019年２月の横浜マラソン組織委員会において決定します。

● 保土ケ谷区在住の平成13年４月１日以前生まれの方で本大会10㎞参加者● フルマラソンを６時間以内で走ることが　可能な方
● お申込みの希望確認欄にチェックをして　ください。

チャレンジ枠
参加資格

エントリー
方法

2km、5km、10kmと種目もいろいろ
。

走力に合わせて選べるファミリーマ
ラソンです

部門名 参加料年代区分 ※年齢は大会当日現在
2,000円ファミリーA

ファミリーB

小学生男子

小学生女子

中学生男子

中学生女子

一般男子A

一般男子B

一般男子C

一般女子A

一般女子B

一般女子C

一般男子A

一般男子B

一般男子C

一般女子A

一般女子B

一般女子C

2,000円

2,500円

700円

500円

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

小学生1～3年と保護者

小学生4～6年と保護者

小学生4～6年

小学生4～6年

中学生

中学生

高校生～29歳

30歳～49歳

50歳以上

高校生～29歳

30歳～49歳

50歳以上

高校生～29歳

30歳～49歳

50歳以上

高校生～29歳

30歳～49歳

50歳以上

種目

2㎞の部
定員
300件
500人

5㎞の部
定員
500人

10㎞の部

定員
500人

2,500円
3,500円

保護者1人・小学生1人
保護者1人・小学生2人
保護者2人・小学生1人

和田町和田町

保土ケ谷公園
星川星川

保土ケ谷区役所保土ケ谷区役所

天王町天王町

保土ケ谷保土ケ谷

国道
1号
線

国道
1号
線

JR東海道線JR東海道線

相
模
鉄
道

相
模
鉄
道

横浜
新道

横浜
新道

藤塚IC藤塚IC

（制限時間は設定しておりません）
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