
開催日 令和4年11月6日（日）　雨天決行
会　場 気仙沼市立大島小学校　ほか
コース 気仙沼つばきマラソン大会コース
日　程 6：00 受付開始（検温、健康チェック受付、
  シャトルバス・旅客船受付開始）
 8：45 開会式（予定）
 9：30 ハーフの部スタート時間
 10：30 表彰式（順次開催予定）
 
参加資格
自己の責任において競技に参加し、大会規程を遵守し、制限時間内に
完走可能な方。

参加料 一　般 6,000円

  高校生 1,500円

  中学生 1,000円

競技規程
規則は2022年度日本陸上競技連盟協議規則に準じます。

制限時間
ハーフの部は制限時間を2時間25分とし、競技打ち切りとしますのでご
注意ください。16㎞地点の関門を1時間50分以内に通過できない競技
者は失格とします。10㎞・５㎞・３㎞の部は、制限時間を設けませんが、
大会運営上の必要に応じ競技を中止させていただく場合があります。

表　彰
各種目（３kmの部 一般男女を除く）入賞３位まで。このほかに特別賞
あり。※雨天時は、各種目を代表してハーフの部のみ表彰式を行い、他
の種目については、成績の発表をもって代えさせていただきます。参加
者全員に記念品を差し上げます。ナンバーカードとともに送付します。

記　録
公式記録は、号砲からフィニッシュまでの所要時間とします。記録計測
は、胸部用ナンバーカードに装着された、ICタグで行います。出走の際
には、必ずナンバーカードを胸と背に装着してください。
完走証は，各自WEBでの発行とし，紙面での発行は行いません。また、
後日大会ホームページに完走者の全記録を掲載いたします。また、記
録集の販売は行いませんので、ご了承ください。

当日の受付方法
1） 旅客船、シャトルバスをご利用の方は、各受付場所で受付をお願い
します。

2） 大島へ宿泊の方は、大会会場（大島小学校校庭）の総合受付で受
付をお願いします。受付時間は 7：30～9：00 です。

3） 受付会場では、①検温、②健康チェック、③ランナー・観覧受付、④
シャトルバス・旅客船の利用料金の徴収を行います。ランナー及び
観覧者は、健康チェックシートの提出、シャトルバス等利用券の提
示が必要となりますので、忘れずにお持ちください。

4） 受付会場は混雑が予想されますので、時間に余裕をもってお越し
ください。

申込期間
令和４年７月１日（金）～令和４年８月３１日（水）

申込方法

申 込 規 約
1)   大会申込みに際して、参加者は申込規約に同意の上、必要事項を
ご記入ください。

2)   定員はそれぞれ先着順とし、定員に達した場合は大会ホームペー
ジ内でお知らせし、その時点で申込みを締め切ります。

3)   申込み締め切り後及び申込み期間外の申込みは無効とし、参加料
から返金手数料を引いた金額を現金書留にて返金します。

4)   自己都合による申込み後の種目や予約内容の変更や取消はでき
ません。

5)   年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認め
ません。その場合出場が取り消されます。

6)    前記 4、5 または、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
7)   新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を遵守いただけない方
の出場は認めません。

8)  地震・津波・風水害・降雪・事件・事故・疫病（新型コロナウイルス
感染症）等による中止の場合は、それまでの大会準備経費を除い
た額を勘案し、参加料返金の有無を判断させていただきます。

9）  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・大会印
刷物等に報道・掲載・利用されることを承諾したとみなします。ま
た、その掲載権・使用権は主催者に属します。

10） 未成年者は必ず保護者の同意を得て申込みをしてください。
11） 主催者は疾病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一
切責任を負いません。

12） ナンバーカードの紛失・忘れ・き損などにより再発行する場合は、
1,000 円の費用がかかります。

注 意 事 項
1） 参加者には大会 10 日前までに「ナンバーカード（ＩＣタグ付き）、
大会プログラム、参加賞、シャトルバス等の乗車券（大島島内へ宿
泊の方以外）、受付券（大島島内へ宿泊の方）」を送付します。ナン
バーカード、乗車券、受付券は忘れずにご持参ください。

2） 参加者は自己の責任において競技に参加し、競技審判員の指示を
遵守してください。

3） 会場内及び競技中の傷害・疾病・その他の事故については個人の
責任において処理してください。応急処置のほか主催者は一切責
任を負いませんのでご留意願います。なお、万一の事故等に備え、
保険証を持参してください。

4） 参加者は事前（大会前２週間以内）に各自で健康診断を受け、万全
の体調で競技に臨んでください。

5） 当日は、道路交通規制を行いますので、現場の警察官、審判員の指
示に従ってください。

6） 審判員が競技続行不可能と判断した場合、その競技者に競技中止
の勧告をすることがあります。必ずこれに従ってください。

7） 天候、その他の事情で競技の一部又は全部を中止する場合があり
ます。

8） 競技者は事前に走路の確認をお願いします。また、競技は道路の
左端走行を原則とします。

9） 競技中に体の不調を感じた場合には、ただちに競技を中止してく
ださい。

10）フィニッシュ(ゴール）は、係員の指示に従ってフィニッシュしてくだ
さい。

11）棄権された場合は、フィニッシュゲートを通過しないようにお願い
します。

12）障害をお持ちの方で伴走が必要な場合は、申込み期間内に事務局
まで連絡してください。

13）貴重品、被服など各自の持ち物は各人にて管理してください。盗
難、紛失について主催者は一切責任を持ちません。

個人情報の取り扱い
1） 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。

2） 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・関係団体からの
サービスの提供、記録発表（ランキング等）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。

市内への宿泊について
大島島内、気仙沼市内へ宿泊を希望される方は、「問い合わせ先」をご
覧ください。

本大会における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

1） 大会１週間前から当日までの体温・体調を「健康チェックシート」に
記入し、当日、受付場所で提出してください。会場に来場する観覧者
（同行者）の方も同様に提出してください。「健康チェックシート」は
大会ホームページよりダウンロードしてください。気仙沼つばきマ
ラソン大会ホームページ

  https://www.marathoninfo.net/kesennuma/

2） 体調がすぐれない方（例：普段より体温が高い方、風邪症状がある
方など）、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、
過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とさ
れている国、地域への渡航または当該在住者との濃厚接触がある
場合は、自主的に参加を見合わせてください。

3） マスクを持参し、走行時以外は着用してください。
4） こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。
5） 他の参加者、スタッフとの社会的距離を確保してください。
6） イベント中に大きな声で会話、応援をしないでください。
7） 室内（校舎、体育館等）での飲食は禁止します。飲食は必ず指定場
所で行ってください。受け渡しの際には、十分な社会的距離を確保
し、ごみは指定の場所へお願いいたします。

8） イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症し
た場合は、主催者へ速やかに濃厚接触者等の有無を報告してくだ
さい。（連絡先：気仙沼つばきマラソン実行委員会事務局 気仙沼市
総合体育館内 TEL0226-21-3421）

その他
1） 本要項に変更が生じた場合は、大会ホームページでお知らせ
いたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
https://www.marathoninfo.net/kesennuma/

第39回 河北新報 気仙沼つばきマラソン

距離 種目番号／種目名   定員 制限時間 スタート時間 表彰

ハーフの部 01 一般男子 02 一般女子 400名 2時間25分 9：30
      （16km地点：1時間50分）

10Kmの部 03 高校男子 08 女子39歳以下   
 04 男子39歳以下 09 女子40歳代
 05 男子40歳代 10 女子50歳以上 700名  9：40  
 06 男子50歳代    
 07 男子60歳以上

5kmの部 11 男子60歳代 13 高校女子
 12 男子70歳以上 14 女子39歳以下
   15 女子40歳代 200名  9：50
   16 女子50歳代
   17 女子60歳以上

3kmの部 18 中学男子 19 中学女子 100名  9：55  20 一般男女（高校生以上）
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RUNNET
https://runnet. jp/

専用振替払込用紙
最寄りのゆうちょ銀行または郵便窓口でお支払いください
※別途手数料をご負担いただきます。それぞれの申込先でご確認ください。

スポーツ
エントリー

なし

開 催 要 項

https://www.sportse
ntry.ne.jp

※同行者がいる場合は、各エントリーサイトまたは払込用紙に人数を記入してください。
　人数分の乗車券をナンバーカードに同封しますので、当日持参してください。


