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テニスコート
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⑩

150台
⑨

大会会場付近には十分な駐車スペースがありません。
できるだけ電車等の交通機関をご利用ください。
駐車場のご利用には事前の申込が必要です。（先着順）

5kmコース折り返し

10kmコース折り返し　

10kmコース中間点

ハーフコース折り返し

ハーフコース中間点
ハーフコース
15km地点

ハーフマラソン
10km
5km

田舎教師像

＊ 東武伊勢崎線北千住駅から区間急行で約60分。
＊ 東武伊勢崎線・秩父鉄道羽生駅から徒歩20分、無料シャトルバス5分。
＊ 羽生ICから車で10分。
＊ 文化ホール周辺駐車場からは徒歩約20分かかります。

給水所
（12.5km地点）
スポーツドリンク

給水所
（7.5km地点）
スポーツドリンク

給水所
（3.5km地点）
スポーツドリンク

給水所（残り4.5km）
スポーツドリンク

いずみ保育園

2019年3月10
日（日）

会　　　場　　羽生中央公園陸上競技場（埼玉県羽生市）
種　　　目　　ハーフマラソン・10㎞・5㎞
申 込 定 員　　ハーフマラソン：2,000名／10㎞：1,000名／5㎞：500名
申込締切日　　 （インターネット）：2018年12月23日（祝・日）
　　　　　　　振替用紙：2018年12月7日（金）消印有効  ※定員になり次第、申し込みを締め切ります。
駐　車　場　　1,500台（申込順により指定）※駐車場番号が記載された参加駐車券の提示がないと駐車できません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（駐車場をご用意できない場合もありますので、ご了承ください）　

写真はイメージです
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雨天決
行

『王様のワンタン』を
無料サービス！

日帰り温泉「華のゆ」
割引サービス！

ナンバーカード・チップの
事前送付を行います

第36回第36回

会
場
内
マッ
プ

コ
ー
ス
マ
ッ
プ

会
場
案
内
図

藍のまち

羽生のB
級グルメ！浅井えり子さん

ゲストランナー 招待選手
大東文化大学陸上競技部
平成国際大学陸上競技部
東洋大学陸上競技部
日本体育大学陸上競技部
埼玉栄高校駅伝部



■日　　時

■会　　場
■参加資格

■競技規定

■申込定員

■計測方法

■表彰・賞品

2019年3月10日（日） ※雨天決行
◎開 会 式／午前8時45分
◎スタート／
　ハーフマラソンの部…………………………午前9時30分
　10kmの部…………………………………午前10時00分
　5kmの部…………………………………午前10時10分
羽生中央公園陸上競技場⇔羽生市内
国籍を問わずアマチュアであり、競技規定及び注意事項を
遵守し、健康でレースに耐えうる者。
日本陸上競技連盟規定を準用し、他は本大会申し合わせ事項に
より実施。
ハーフマラソンの部…………………………………2,000名
10kmの部……………………………………………1,000名
5kmの部………………………………………………500名
フィニッシュタイムの計測には
ランナーズチップを使用します。

①各部門とも1位から10位まで表彰いたします。
②完走者には完走証を即日発行いたします。
③各部門第36位の方に「飛賞」をさしあげます。
④男性75歳、女性70歳以上の参加者に「プラチナ賞」をさ
しあげます。

⑤日本列島南北それぞれ一番遠くからの参加者に「遠来賞」
をさしあげます。

■注意事項

■駐車場に
　ついて

①参加者は各自の責任において健康管理をし、あらかじめ医
師の健康診断を受けてください。なお、万一に備え、当日
は保険証（写しでも可）を持参してください。

②身体に異常を生じた場合は競技を中止し、スタッフに申し出
てください。

③主催者は競技中の事故については応急処置を除き一切の
責任を負いませんので、十分注意してください。

④参加者は競技役員・警察関係者の指示に従ってください。
⑤サイドコーチは禁止します。
⑥ハーフの部においては、１５㎞関門通過時間を１時間４５
分とし、２時間３０分以降は競技を打ち切ります。走者は係
員の指示に従い走路をあけてください（歩道走行あり）。

⑦１０㎞の部においては折り返し地点（４㎞地点）通過時間を
４０分とし、１時間４０分以降は競技を打ち切ります。走者は
係員の指示に従い走路をあけてください（歩道走行あり）。

⑧５㎞の部においては、4０分以降は歩道走行とします。走者
は係員の指示に従ってください。

⑨正午をもって全ての競技を終了とします。
⑩天候によりスタート・フィニッシュの位置を変更する場合が
あります。

駐車場が必要な方は、申し込みの際に「駐車場・要」としてくださ
い。当日は、参加通知書に記載してある指定の駐車場をご利用く
ださい。ただし、駐車場には限りがありますので、すべての希望者
に駐車場をご用意できない場合もあります。ご了承ください。
※駐車場の指定については、申し込み順とさせていただきます。

■種目及び参加料
種目・スタート 部　　　門 参　加　料

01

02

03

04

05

06

07

08

09

1,000円

5km
（定員500名）
10：10スタート

（高校生／1,500円）
3,500円

中学生男子の部

中学生女子の部

一般男子（39歳以下）

一般男子（40歳代）

一般男子（50歳代）

一般男子（60歳以上）

一般女子（39歳以下）

一般女子（40歳代）

一般女子（50歳以上）

40分経過後は
歩道走行 ）（

種目・スタート 部　　　門 参　加　料

10km
（定員1,000名）
10：00スタート

3,500円
高校生／1,500円
中学生／1,000円）（

【制限時間】
1時間40分

10km折り返し地点
（4km地点）
通過時40分

経過時間により
歩道走行の場合あり）（

）（

※小学生以下は参加不可。
※中学生・高校生はハーフマラソンの部参加不可。
※5kmの39歳以下には高校生を含みます。
※10kmの39歳以下には中学生・高校生を含みます。

種目・スタート 部　　　門 参　加　料

17

18

19

20

21

22

23

3,500円

ハーフマラソン
（定員2,000名）
9：30スタート

15km通過時
1時間45分 ）（

【制限時間】
2時間30分

一般男子（39歳以下）

一般男子（40歳代）

一般男子（50歳代）

一般男子（60歳以上）

一般女子（39歳以下）

一般女子（40歳代）

一般女子（50歳以上）

経過時間により
歩道走行の場合あり）（

一般男子（39歳以下）

一般男子（40歳代）

一般男子（50歳代）

一般男子（60歳以上）

一般女子（39歳以下）

一般女子（40歳代）

一般女子（50歳以上）

10

11

12

13

14

15

16

※RUNNETでエントリーされた方のみご利用いただけます。
※サービスの利用には別途手数料がかかります。
※ゆずれ～るお譲り申請をしても、必ず譲渡が成立するとは限りません。

「ゆずれ～る」は、エントリー後に大会へ
参加できなくなったとき、RUNNET上で
出走権を譲渡できるサービスです！

詳しくはRUNNETにて
ご確認ください！ http://runnet.jp/runtes/guide/yuzureru/

第36回 藍のまち羽生さわやかマラソン大会 開催概要

※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。

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。ただし、権利譲渡（ゆずれ～
る）対象大会の場合に限り、申込後の
出走権譲渡ができるものとします。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。

2.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、通知方法等についてはその
都度主催者が判断し、決定します。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

 7.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。

 8.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。

 9.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。

10.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。

11.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。

12.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、　　専用振替用紙、A B
C

申込締切日 2018年12月23日（祝・日）

申込方法
（インターネットエントリー）A

インターネットから下記の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）。 
※エントリー手数料：支払総額4,000円まで205円、4,001円以上5.15％（税込）

対象者:1万円以上の寄附をいただいた方（中・高校生不可）
申込締切日:2018年11月30日（金）　特典:先着10名の方に限り駐車券付き
ふるさと納税に関するお問い合わせ:羽生市役所企画課 TEL.048-561-1121（内線383）
ふるさとチョイスホームページにてお申し込みください。
※入金確認後、参加同意書を送付いたします。　※大会への参加資格や注意事項は、一般参加者の申込規約に準じます。

※RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。http://runnet.jp/

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

B 専用振替用紙
申込締切日　2018年12月7日（金）消印有効 

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

①大会名と希望部数を記入した用紙　②ご自身の氏名・住所を書いた返信用封筒（希望部数に応じた切手を貼付のこと）
※ご希望枚数により切手の料金と封筒の大きさが変わります。（長形3号）1～3部　92円、4～6部　140円
　（角形2号）7～9部　205円、10～20部　250円　※請求期間外のご請求はお受けいたしかねます。

〒152-8532　東京都目黒区原町1- 31- 9／TEL.03-5768 -5430（自動音声）
藍のまち羽生さわやかマラソン大会パンフレット発送センター

請求期間 ： 9月21日（金）～11月28日（水）必着　ご請求の際は、下記2点を同封の上、お送りください。

〈ゆずれ～るエントリー〆切〉 2018年12月25日（火）
　　　　　　　　の対象大会です（サービスについては下記参照）。サービスをご利用希望の方はゆずれ～るエン
トリー期間中に手続きを行ってください。※振替用紙でお申し込みされた方はサービス対象外となります。

C ふるさと納税返礼品枠【対象：ハーフマラソンの部に限る】

パンフレットのご請求先

ふるさと納税返礼品枠（ハーフマラソンの部に限る）でお申し込みいただけます。

「ムジナもん」

「いがまんちゃん」

大会おすすめ
ポイント！！

ビギナーにやさしい！！
市内観光スポットを巡るコースは、概ねフラッ
トで走りやすいと好評です。

うれしい参加賞！！
オリジナルマフラータオルです！手触りがよく、
デザインが素敵ですよ！

温泉割引サービス！
走ったあとは、スーパー健康ランド「華のゆ」
に寄って疲れを癒やそう！

「王様のワンタン」無料サービス
毎年大人気の羽生B級グルメ、羽生特産モロヘイヤ
を練りこんだ「王様のワンタン」をランナーに無料
でサービス！疲れた身体にやさしい真心をどうぞ！

遠来賞&プラチナ&飛賞も！！
日本列島南北それぞれ一番遠くから参加された
方に「遠来賞」。男性 75 歳、女性 70 歳以上の
方に「プラチナ賞」。各部門 36 位の方に「飛賞」。

はにゅキャラ
応援隊！！

｢ムジナもん｣ や ｢いがまんちゃん｣ たち ｢はにゅ
キャラ｣ が、選手の皆さんを応援で後押しします !! 
自己ベスト？ 完走？　目標に向かってファイト !!!

この大会は、「埼玉マラソングランドスラム連
絡協議会」の加盟大会です。加盟大会の参加実
績に応じた「グランドスラム認定」にも、ぜひ
チャレンジしてみてください。詳しくは、「埼
玉マラソングランドスラム連絡協議会」のホー
ムページをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0312/smgs/index.html

POINT1

POINT3

POINT5

POINT2

POINT4

POINT6

POINT7
大会に関するお問い合わせ
藍のまち羽生さわやかマラソン
大会実行委員会（羽生市体育館内）

〒348-0052　埼玉県羽生市東 9-1-1
TEL.048-563-0150

8：30〜17：00（※毎週火曜日および 12/29 〜 1/3 休館）

パンフレットご請求先
藍のまち羽生さわやかマラソン大会
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）

詳しくは大会公式ホームページを
今すぐチェックじゃ！！

http://hanyu-marathon.jp
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