
私は「加賀温泉郷マラソン2019」に参加するにあたり、下記の事項を誓
約します。

1.私は、大会主催者による大会規約、規則、指示に従うことに同意致します。

2.私は、大会において大会主催者が認める新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インタ

ーネット等の報道機関が選手を撮影又は取材し、それを大会の報道や宣伝

の目的で掲載又は放送することに同意致します。

3.私は、個人の所有物及び競技備品の管理について一切の責任を持ち、大会

主催者に対してその紛失、破損等の責任を問いません。

4.私は、大会で走ることは潜在的な危険をはらむ行為であることを了解し、

関係有るすべての危険の可能性を承知し、それに対し自ら責任をとる覚悟

です。また、自分自身の健康管理には細心の注意を払い、万一の事故が発生

した場合にも大会主催者及びすべての大会関係者に対し、異議を申し立て

せず、責任も問いません。

5.私は、大会当日のコンディションが悪い場合は、参加を辞退致します。その

場合でも参加料の返還を申し出することは致しません。

6.私は、気象状態の悪化及び競技環境の不良等により競技日程あるいは競技

内容に変更があっても異議を申しません。

7.私は、地震、風水害、事件、事故、疾病等による大会開催の縮小、中止の場合、

参加料金の返金は一切行われないことに異議を申しません。
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加賀温泉郷マラソン2019
コースマップ
加賀温泉郷マラソン2019
コースマップ

JR利用の場合
北陸本線「加賀温泉駅」下車タクシーで約10分

両日(4/20・21)とも、無料シャトルバス運行予定

車利用の場合
北陸国道8号線黒瀬交差点より約15分

北陸自動車道「加賀IC」「片山津IC」より約20分

＊当日は道路規制されている区間がありますのでご注意ください。

片山津温泉

山代温泉

山中温泉

20194.21［sun］
2018年10月1日月▶2019年1月31日木エントリー期間

大会ホームページ

4.20 4.21

温泉入浴券、ふるまいご飯、日本海鍋付温泉宿泊券や

地元特産品が当たる抽選会他多彩なイベント企画中!!

土
▶3km（中学生）……11：00スタート
▶2km（小学生）……11：40スタート
▶2kmファンラン…11：40スタート
▶前日イベント……温泉街のそぞろ歩き 他

日
▶マラソン（42.195km）…9：00スタート
　制限時間6時間
▶10km…11：00スタート
▶  5km…11：10スタート

※雨天決行※雨天決行

〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町二41 加賀市マラソン開催推進室

 TEL.0761-72-7922　FAX.0761-72-7999
 E-mail:marason@city.kaga.lg.jp   http://www.kagaonsenkyoumarathon.com/

お問い合わせ先  加賀温泉郷マラソン組織委員会事務局 検索加賀温泉郷マラソン

増 田明美さん
野尻あずささん

ゲスト

2019C

2020C

主催●加賀温泉郷マラソン組織委員会・（一財）石川陸上競技協会・加賀市陸上競技協会

共催●加賀市・加賀市教育委員会

主管●（一財）石川陸上競技協会・加賀市陸上競技協会

特別協賛●大同工業株式会社・ミズノ株式会社

特別協力●北國新聞社・北陸放送

後援●石川県・加賀市体育協会・加賀走ろう会・スポーツニッポン新聞社・ＮＨＫ金沢放送局・　

　　　石川テレビ放送・テレビ金沢・北陸朝日放送

観光についてのお問合せ先

〒922-0423 加賀市作見町ヲ6番地2
 http://www.tabimati.net/
 e-mail:kaga@tabimati.net

電話：

０７６１-７２-６６７８

受付時間 9：00～17：00 
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日本陸連公認（申請中）
［マラソンのみ］



加賀温泉郷マラソン2019
平成31年4月20日土［雨天決行］ 種目▶３㎞・２㎞・2㎞ファンラン（中央公園内）

平成31年4月21日日［雨天決行］ 種目▶マラソン（42.195㎞）・10㎞・５㎞

開始▶平成30年10月1日月
締切▶平成31年1月31日木

4.204.20 土

4.214.21 日

前日イベント前日イベント

当日イベント当日イベント

おもてなし情報おもてなし情報

21
日
日

20
日
土

前日／平成31年４月20日（土）
マラソン・10㎞・5㎞…午後１時～午後５時

当日／平成31年４月21日（日）
マラソン………………午前６時３０分～午前８時

１０㎞・5㎞……………午前８時～午前10時

①大会当日（４月21日(日)）は会場周辺に駐車はできませんので、臨時駐車

場からのシャトルバスをご利用ください。

②申込時には必ず臨時駐車場の使用の有無を記入してください。

　指定の駐車場は、事前案内書（４月上旬郵送予定）でお知らせします。

③大会前日（４月20日(土)）については会場周辺の駐車場は利用できます

が、3㎞・2㎞の開始前と競技中は使用できない駐車場があります。

①誓約書の内容を確認の上、お申し込みください。

②加賀温泉駅から会場まで両日（4/20・21）ともシャトルバスを運行します。

③ナンバーカードは、大会本部が準備し、事前案内書と一緒に「ナンバーカード引

換書」を郵送します。受付時に「ナンバーカード引換書」と交換でナンバーカー

ド、プログラム、参加賞をお受け取りください。

④大会当日は簡単なセレモニーのみとし、開会式は行いません。受付後プログラ

ムに記載されている「選手注意事項」を、必ず熟読してください。

⑤マラソン申込時に自己タイムを申告下さい。スタートは申告されたタイムでグ

ループ分けいたします。申告が無い場合は最終グループからのスタートになり

ます。

⑥３時間３０分から６時間まで３０分刻みでペースランナーが一緒に走ります。

⑦ファンランには小学生未満の方も参加出来ますが、必ず保護者の方と一緒に

参加してください。

⑧車いすでの参加はできません。

⑨競技中に発生した事故については、応急処置を行ないます。また、主催者で賠

償責任保険に加入していますが、保障は保険の範囲以内とし、それ以外の責

任は負いません。

⑩参加申込後の種目の変更は、認められません。また、キャンセルした場合の参

加料の返金は行ないません。

⑪過剰入金・重複入金された場合でも参加料の返金は行ないません。

⑫荷物は専用袋（有料）にて預かります（貴重品除く）。なお、袋の中身の紛失・破

損等については責任を負いません。

加賀市陸上競技場～片山津温泉～大聖寺～山代温泉～山中温泉を周回

日本陸連公認（申請中）

※３㎞・２㎞・ファンランの開催は４月20日（土）です。

コース（マラソン）コース（マラソン） 賞 典賞 典

選手受付選手受付

受付会場受付会場

駐車場駐車場

その他その他

関 門（マラソンのみ）関 門（マラソンのみ）
申し込み申し込み

参加資格参加資格

種目種目

※3km・2km・ファンランは

　ナンバーカードを事前に

　送付しますので選手受付は

　ありません。

※種目ごとに受付時間が異なるのでご注意ください。

❶2kmファンラン【要事前申込 参加料：500円】
　（増田明美さん、野尻あずささんもいっしょに走ります！）

コース／中央公園内　　時間／11:40～12:10

❷増田明美さんのトークショー
会場／スポーツセンター　時間／14:30～15:30

❺温泉街のそぞろ歩き【要事前申込 参加料：1,000円】
会場／片山津温泉　時間／16:00～17:30

❸スポーツトレーナーによるマラソントレーニング講習
　（講師：山下且義さん、佐藤雅幸さん）

❹ランナーのためのお肌の紫外線対策セミナー
　（講師：資生堂美容アドバイザー）

会場／スポーツセンター　時間／15:40～16:40

会場：スポーツセンター　時間：15:40～16:40

選べる参加賞選べる参加賞
※お申し込み時にお選びください。

B C

下記の3つの品からお一つお選びください。

●立ち寄り湯
　入浴券付

●応援ショップ 市内の指定された店舗にて特典が受けられます。

●託児所設置 10㎞・5㎞参加の方のみ。

●ランナー
　現在地確認

※各種デザインは変更となる場合がございます。

刻

マラソンランナーの予測位置情報等を提供

市内の指定された入浴施設でご使用になれます。

前日受付された方にはもう1枚プレゼント‼

❶インターネット

　▶ランネット http://runnet.jp/

　▶スポーツエントリー http://www.sportsentry.ne.jp

❷電話

　▶スポーツエントリー電話申込 0570-039-846

　※電話での申込みは平日の10時から17時までです。

❸事務局

　▶「参加申込書」に必要事項を記入の上、参加料を添えて直接

大会事務局までお持ちください。

　※事務局への申込みの受付は平日の9時から17時までです。

①制限時間内に完走できる方。

②各種目の年齢等の参加資格を有すること。

　●マラソン：18歳以上（高校生不可）　●10㎞：15歳以上（中学生不可）

　●5㎞：12歳以上（小学生不可）　●３㎞：中学生

　●２㎞：小学生　●2㎞ファンラン：年齢制限なし（小学生未満は保護者と参加）

③心身ともに健康な方（持病、高血圧、心臓疾患、呼吸器系の疾患がある人、

　また、過去にこのような病歴を持つ人は、医師の診断を受け、許可が必要。）

①各種目年代別（39歳以下、40歳代、50歳代、60歳以上）で上位８位まで表彰

します。（３㎞・２㎞は男女別上位８位のみ）

②参加者全員に参加賞、完走者には記録証を発行します。

（ただし、2㎞ファンランの部は表彰、記録証はありません。）

　第１ 12.4㎞ 1時間40分 10：40

　第２ 19.2㎞ 2時間38分 11：38

　第３ 24.8㎞ 3時間26分 12：26

　第４ 29.8㎞ 4時間09分 13：09

　第５ 37.9㎞ 5時間22分 14：22
関門以外においても著しく遅れた選手は、審判員の判断で失格を通告することがあります。

陸連登録
男子

陸連登録
女子

一般
男子

一般
女子
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❶増田明美サイン会
❷お楽しみ大抽選会
❸多彩なイベント企画中!!
※イベントの詳細については、決定後大会ホームページでお知らせします

会場：加賀市スポーツセンター前おもてなし広場

大会募集要項が必要な方は、封筒に希望枚数を明記し、部数に応じ

た切手を貼った封筒を同封して、事務局へご請求下さい。

個人情報取扱いについて　　

主催者は、大会運営のために知り得た個人情報については、法律及び関係法

令等を厳守し、個人情報保護方針に基づき、個人情報の取扱いを致します。大

会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、次回大会

の案内、大会プログラム、記録発表に利用します。

メディカルランナー・
ボランティアスタッフも募集！

＊サイズ参考資料の身長はJASPO

規格、JIS規格です。

＊素材:ポリエステル100％、ドライ

サイエンス素材・吸汗速乾タイプ

＊購入を希望される方は、参加申込

時にサイズ及び購入枚数をご記

入いただき、参加料と併せて代金

をお支払い下さい。申し込み後の

変更、キャンセルはできません。

＊お申し込み後、Tシャツ引換券を

事前案内書に同封いたします。

＊Tシャツは大会当日も販売いたし

ますが、数に限りがあります。

【Tシャツデザイン制作：金沢学院大学】

マラソンのみ参加賞が選択できます
（10㎞・5㎞・3㎞・2㎞・ファンランは地元特産品です。）

※当日消印有効（但し、定員に達し次第締切）

直径約8.5㎝k・高さ約9.5㎝ 直径約13㎝・高さ約9㎝

▲白

▲ネイビー

山中塗弁当箱山中塗
ペアタンブラー

・加賀市産
  コシヒカリ1.5㎏
・かぼちゃスープ
・かぼちゃみるく

A

オフィシャルTシャツ・バスタオルを販売しますオフィシャルTシャツ・バスタオルを販売します

ネイビー・白共に

デザインは共通です。

前

後

＊染料プリント

＊織上げ900匁

＊シャーリング加工

＊60㎝×120㎝

＊日本製（今治産）

＊購入を希望される方は、参加申込時に購入枚数をご記入いただき、参加料と

併せて代金をお支払い下さい。申し込み後の変更、キャンセルはできません。

＊お申し込み後、バスタオル引換券を事前案内書に同封いたします。

＊バスタオルは大会当日も販売いたしますが、数に限りがあります。


