
■大会前日 2月4日（土）
　 ●前日受付（フル・ハーフの部）
　　13:00～20:00 … 上富田文化会館文化ホール
　　  ※午前中、会場周辺は進入禁止となっています。

　 ●2km・3kmの部
　　10:00～11:00 … 受付（上富田文化会館文化ホール）
　　11:15～ ………… 上富田体操
　　11:30～ ………… 2kmスタート
　　11:50～ ………… 3kmスタート
　　12:30～ ………… 表彰式
　　  ※駐車場は生馬河川敷をご利用ください。
　　  ※会場周辺は進入禁止となっています。

■大会当日 2月5日（日）
　　  7:30～9:30…… 受付（上富田町役場前駐車場）
　　  8:40～ ………… 開会式
　　  9:50～ ………… ハーフマラソン スタート
　　10:00～ ………… フルマラソン スタート
　　12:00～ ………… アトラクション
　　13:00～ ………… 表彰式（随時）
　　16:00～ ………… 閉会宣言・競技制限時間

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

申込締切日 平成28年11月9日（水）

大会ホームページ または、

※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。

【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。

■公認（登録）の部
公認（登録）の部への参加は、陸連への登録が必要です。
登録については下記へお問い合わせください。
　・和 歌 山 陸 上 競 技 協 会　TEL.073-444-3662
　・紀州口熊野マラソン実行委員会　TEL.0739-47-0550
※登録の部に参加の方は、必ず登録陸協名、登録番号を記入してください。
　なお、フルマラソンの部に出場の方は、ゴール予想タイムを記入してください。
■申込締切　Ⓐ 大会ホームページ ：2016年12月7日（水）
　　　　　 Ⓑ 専用振替払込用紙 ：2016年11月9日（水）
■競技規定　2016年度日本陸上競技連盟規則に準じる。
■競技制限時間
6時間00分（フルマラソン）
大会運営上、関門閉鎖を3カ所実施します。競技制限時間終了後は収容バスを配置し（第一関門
除く）、選手を収容いたします。選手は、競技運営の上からも係員の指示に従ってください。大
会の運営上、午後4時をもって大会を終了させていただきます。
※ハーフマラソンについても関門を2ヶ所実施します。

［フルマラソン］ ・第１関門…11時40分（上富田消防署前 12.7km地点）
 ・第２関門…13時00分（生馬橋南詰 22.5km地点）
 ・第３関門…14時30分（大塔体育館前 33.7km地点）
［ハーフマラソン］ ・第１関門…11時08分（市ノ瀬小学校前   9.8km地点）
 ・第２関門…11時32分（大塔体育館前 12.7km地点）

■期日　2017年2月5日（日）  ※２km･3kmについては前日（2月4日）開催となります。
■会場　和歌山県上富田町 上富田文化会館
■種目・部門／参加資格

■表彰／賞
表彰は、フル総合男女、ハーフ総合男女別1位。
　年代別男女1～3位（29歳以下･30代･40代･50代･60代･70歳以上）。
参加賞はTシャツ。完走者全員にスポーツタオル、もしくは梅ジュース。
■記録
本大会はランナーズチップにて計測します。チップはゴール後回収しますのでご協力ください。
ランナーズチップを紛失した場合、実費（1,500円）を請求します。
　記録証（写真なし）は、当日配布します。
また、大会数日後からRUNNET（要会員登録）にて写真入り完走証をダウンロードすることがで
きます。詳細は上記のPoint8をご覧ください。
■その他
更衣室／上富田中学校体育館、上富田文化会館2階小ホール、商工会館2階会議室（男子）、上富
田福祉センター２階、上富田町保健センター２階（女子）を更衣室とします。
貴重品・手荷物／貴重品は「貴重品預かり所」（文化会館1F文化ホール）にてお預かりします。
手荷物置き場は更衣室内をご自由にお使いください。
ウォーミングアップ／コース内でのウォーミングアップは禁止します。
左側通行／一般道路では左側を走ってください。
■注意事項
大会当日、体調が不十分な場合はナンバーカード受け取り後であっても、大会本部に申し出て出
場を取りやめてください。また、レース中も異常が感じられた場合はすみやかに競技を中止して
ください。レース途中、やむを得ずレースを中止される場合は、大会関係役員に必ず連絡してく
ださい。無断で帰宅しないようにお願いします。

【一般の部】 【登録の部】

※全て長距離走に耐えうる健康な方。18歳以下は
保護者の署名が必要。

※運営の都合上、車いすでの出場はできませんので
ご了承ください。

■参加料

※申込後のサイズ変更はできません。
※申込時にTシャツサイズが未記入の場合、女性はＳ、男性はＭとさ
せていただきます。

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）。
※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（税込）、4,001円以上5.15％（税込）

申込締切日 平成28年12月7日（水）

http://kuchikumano-marathon.jp/http://kuchikumano-marathon.jp/
マラソン専用ホームページご案内

■お取り寄せ受付期間
　平成28年10月5日（水）～11月4日（金）必着
■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10月5日（水）～11月9日（水）消印有効

 ・専用振替払込用紙は2,000部のみご用意しています。請求多数の場合は、
先着順での送付となります。

 ・ 専用振替払込用紙のお取り寄せは、11月4日㈮必着分まで受け付けます。
11月7日㈪以降到着分や、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、お早めにご請求ください。

 ・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。

■ご留意いただきたいこと

■専用振替払込用紙の請求方法
　裏面に詳しい説明を載せておりますので、ご参照ください。
本実行委員会では　  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。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。定員を超
える申込があった場合、入金期限内に参加料の支払が完了していても
入金日によっては申込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が優先します）。 

大会スケジュール（予定）

申　込　方　法

ハーフ、フル 各先着2,300名

専用振替払込用紙

専用振替払込用紙のお取り寄せ方法

専用振替払込用紙 でお申し込みいただけます。
申込規約

大　　会　　要　　項

参加賞Tシャツサイズ
サイズ
S
M
L
O

目安身長（㎝）
155～165
165～175
175～185
175～185

目安胸囲（㎝）
80～88
88～96
  96～104
104～112

大会ホームページ

富田川のせせらぎを聞きながら早春の熊野古道を走ろう！

選べる完走賞POINT

5 完走者にはスポーツタオル、紀州特産品の梅ドリンクからお好きなものを差し上げます。
参加賞はMIZUNO×紀州口熊野マラソンのオリジナルTシャツ。

走ったあとも楽しめる!!POINT

6 走ったあとは、「食のコーナー」へ。ボランティアの方々の温かいサービスで、心も身体も温
まります。また物産展等のブースも出店します。紀州茶がゆ「おかいさん」もぜひゴール後に
お召し上がりください。

リアルタイムで記録が確認できる!POINT

7 携帯電話やインターネットからHPにアクセスすると、選手のゴールタイムがすぐにチェッ
クできるサービスです。家族や友人にも、すぐ記録を見てもらえます。

番号 種目 参加資格
1
2
3
4
5
6
7
8

２㎞男子
２㎞女子
３㎞男子
３㎞女子
ハーフマラソン男子
ハーフマラソン女子
フルマラソン男子
フルマラソン女子

小学１年～小学３年の男子
小学１年～小学３年の女子
小学４年～小学６年の男子
小学４年～小学６年の女子
中学生以上の男子
中学生以上の女子
高校生以上の男子
高校生以上の女子

番号 種目 参加資格
9
10
11
12

１８歳以上の男子（高校生は除く）
１８歳以上の女子（高校生は除く）
１８歳以上の男子（高校生は除く）
１８歳以上の女子（高校生は除く）

ハーフマラソン男子
ハーフマラソン女子
フルマラソン男子
フルマラソン女子

［フルマラソン］ 一般 ………… 5,500円 高校生 ……… 5,000円
 登録の部 …… 6,000円

［ハーフマラソン］ 一般 ………… 4,500円 高校生 ……… 4,000円
 登録の部 …… 5,000円 中学生 ……… 2,000円

［２Ｋ・３Ｋ］ 小学生 ……… 1,000円

フルマラソンの制限時間は6時間POINT

3 フルマラソン初挑戦の方や、ゆっくり楽しみながら走りたい方に嬉しい「制限時間が6時間」
の大会です。

日本陸上競技連盟公認コース（ハーフ・フルマラソン）POINT

1 ハーフマラソンとフルマラソンは、日本陸上競技連盟公認大会です。日本陸連に登録してく
ださい。公認記録を持つチャンスです。

写真入り完走証が
ダウンロードできる!

http://runnet.jp/record/ ※写真なしの完走証は、当日完走者全員に差し上げます。

POINT

8
大会数日後から、本マラソンホームページ内のRUNNET（http://runnet.jp/ 
※要会員登録）にて写真入り完走証をダウンロードしていただけるサービスで
す。完走証にフィニッシュシーンや大会風景などの写真を載せることができ
ます。ダウンロード手続きの際に、気に入った写真を1枚または2枚お選び
ください。詳細は、以下のホームページをご確認ください。 ▲写真入り完走証サンプル

月刊誌「ランナーズ」編集部が企画・主催する『フルマラソン1歳刻みランキング』の対象大会です。

　ここ数年、参加者の方々から、ふるさと納税で紀州口熊野マラソンをサポートしたい！と
いう温かい声をよくいただきます。
　そこで、当実行委員会では、“紀州口熊野マラソンを応援したい！”というランナーの想い
を形にするため、「サポートランナー制度」を開設しました。
　当マラソンを今後も継続し、更に充実した大会になるようみなさまのご理解とご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

サポートランナー制度について

●さわやか上富田まちづくり寄付金に3万円以上寄付していただいた方
●上富田町外に住所を有している方

1 対　象　※次の要件を満たした方（ご本人1名）

●フルマラソン又はハーフマラソンへの参加
●会場内の食券と完走応援セット（ウィダー inゼリー、梅パワープラス等）

2 特　典　※次の特典を贈呈いたします。

「さわやか上富田まちづくり寄付金受付窓口」 上富田町役場 総務政策課内 まちづくりグループ
TEL.0739-47-0550　http：//www.town.kamitonda.lg.jp/kihukin/sawayakakihu.html
※紀州口熊野マラソン大会HPからもお申込みできます。

4 申込／お問合せ先

先着500名／11月30日（水） 締切
3 定数／期日

熊野古道の歴史あふれるコース、
さらに走りやすく!

POINT

2
きれいな水と緑、歴史を感じることができる自然豊かなコース。
6年前からコースが新しくなり、高低差が少なくなって走りやす
くなりました。前半は緩やかな上り、後半は緩やかな下りのコー
ス（フルマラソン高低差60m）です

ランナー思いの大会POINT

4 距離表示を1km毎に設置。パンやバナナ・梅干しなどを用意し
た給食所と、13カ所に設置した給水所でランナーのみなさんを
サポートします。


