


    RUNNET （インターネットエントリー）

◇ 期 日 2022年10月23日(日)  雨天決行
受 付 10月22日(土)・23日(日)の２日間

場所：総合体育館正面入口
選手集合場所 陸上競技場内フィールド
開 会 式　　　　　会場アナウンスによる開会式
スタート開始 午前８時35分

開会宣言　午前８時00分（放送）
ネットタイム方式（※1）で行います。

表 彰 式　　　　　　賞状の発送による表彰
◇ 会 場 鯖江市東公園陸上競技場（受付・スタート・ゴール）
◇ コ ー ス 鯖江つつじハーフマラソンコース
◇ 種目／記号／部門（参加資格）／スタート時間

◇ 参加資格 福井県内在住の小学生以上で、本大会の申込規約に
同意いただいた人。ただし、高校生以下の人は保護
者の同意が必要です。年齢は大会当日を起算日とし
ます。

◇参 加 料 小・中学生……………1,000 円 （傷害保険料を含む）
高校生…………………2,500 円 （傷害保険料を含む）
一般・ファミリー……3,000 円 （傷害保険料を含む）

◇ 傷害保険 参加者全員、１日傷害保険に加入します。
※新型コロナウイルス感染症は補償の対象外です。

◇ 表 彰 各種別毎に、１位から３位まで賞状と副賞を、４位
から８位までは賞状をお渡しします。
※ただし、賞状、副賞等は後日郵送となります。

◇ 参加記念品 参加者全員に参加賞（タオル）をお渡しします。
ただし、完走証は Web 上にて発行します。（紙での
発行はありません。）

◇ 申込方法 Web（RUNNET）でエントリーしてください。
※エントリーの際は、RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。
※エントリー手数料：支払総額4,000円まで220円（税込）
　　　　　　　　    支払総額4,001円以上は5.5％（税込）

◇ 申込締切 2022年９月５日(月)
◇ 大会事務局 第44回鯖江つつじマラソン実行委員会事務局

〒916－8666福井県鯖江市西山町13-1
鯖江市役所生涯学習・スポーツ課内
TEL：0778－53－2260（ダイヤルイン）
FAX：0778－51－8154
（平日8：30～17：15　※土日祝　休）

◇ 競技上の注意 （1） 2022 年度日本陸上競技連盟競技規則に準拠します。
（2）  審判員が競技続行不能と判断した場合、その競

技者に競技を中止させることがあります。
（3）  各種目の完走制限時間を次のとおりとし、制限

時間以後は競技を打ち切ります。
　   10 キロ……１時間 30 分　　５キロ……１時間
　　  ３キロ……30分　　　　　 ２キロ……20分

◇ お 願 い （1） 今大会の計測は、ネットタイム方式（※1）で行います。
そのため完走証はＷｅｂ上にて発行します。（紙での発
行はありません。）

　　  ※スタートは、出場種目のスタート時間から3分経過す
るまでにスタートしてください。違う種目と一緒にス
タートすることはできません。3分を過ぎると失格とな
ります。

　　  計測は、ランナーズチップによる発信機の電波をゴール
で受信して、着順・タイムを記録します。参加者は所定（胸
用・背中用）のナンバーカード（アスリートビブス）を
着けて走ってください。ランナーズチップはシューズに
しっかり装着してください。ランナーズチップが脱落し
た場合や装着を忘れた場合には記録がとれませんので、
失格となります。十分ご注意ください。２種目以上エン
トリーされる方は、種目毎のランナーズチップをその都
度着け替えてください。

（2） 事前に十分練習を積み、また体に異常のないことを確認
して出場してください。また、競技中の事故については、
応急処置のみ行い、それ以上の責任は一切負いません。
健康保険証をご持参ください。

（3） 新型コロナウイルスの感染状況により、急遽、大会を中
止する場合があります。

　　  その場合、返金の有無・金額等は、主催者側が判断します。
（4） 大会参加時、走行中以外は、必ずマスクを着用してくだ

さい。
（5） 当大会前７日間および当日の朝は出発前に必ず検温を

行ってください。（「体調管理チェックシート」を当日の
受付で提出してください。）当日会場内でも検温を行い
ますが、体温が 37.5℃以上の方は参加できません。ま
た、大会終了から２週間の体調管理をお願いします。も
し体調管理期間中に発熱等体調不良が起こった場合は、
早急に大会事務局まで連絡をお願いします。

（6） 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、厚生労働
省が提供している新型コロナウイルス接触確認アプリ

（COCOA）を事前にダウンロードしていただくことを
推奨いたします。

（7） 大会当日までに、参加通知ハガキを郵送しますので、受
付の際、必ず提示してください。

（8） ナンバーカード（アスリートビブス）は郵送しません。
前日受付および当日受付でランナーズチップ・参加賞・
プログラム等と一緒にお渡しいたします。

（9） ゴール周辺にランナーズチップ回収箱を設置しますので、
ゴール後速やかにチップを外し返却してください。係員
による回収は行いません。

（10） 新型コロナウイルス感染防止対策のため、今大会では、
飲食等のサービスおよびマッサージは中止します。

　　※完走後の清涼飲料水サービスは行います。
（11） 記録集の販売・速報掲示は行いません。
（12） 付き添い、応援の方は入場できません。ただし、小学生

の参加者につきましては、保護者１名の入場を認めます。
その場合、保護者の方も「体調管理チェックシート」を
記入の上、提出をお願いします。

（13） 貴重品は、各自で管理してください。盗難 ･ 紛失につい
ては責任を負いません。ただし、身の回り品については
手荷物預所にて預かります。お預けの際、受付名簿に記
入し半券を必ず受け取ってください。

（14） 大会当日は、会場周辺の駐車場に限りがあり、サンドー
ム福井東側に無料駐車場を準備しておりますので、ご利
用ください。

　　 ※シャトルバス（無料）　サンドーム福井（始発7:00
～最終12:55発）⇔総合体育館（始発7:15～最終
13:10着）15分おき

（15） 隣接する駐車場は、4 時間を超えると有料 (300 円 ) に
なります。（駐車場でのトラブルについては一切責任を
負いません。）

（16） 大会会場へのアクセスについて
　　① ＪＲ北陸線鯖江駅から東へ１キロ
　　② 北陸自動車道鯖江インターから南へ１キロ
※1　�ネットタイムとは、出場者がスタートラインを通過したときか

らフィニッシュするまでのタイムをいいます。
　　　�今回の大会では、ゴールした順番ではなく、所要時間により順

位を決定します。

第 44回鯖江つつじマラソン感染対策ガイドライン　
①  「体調管理チェックシート」の項目に該当する症状がある又は 37.5℃以上の日がある場合には、参加を見合わせていただきます。また、会

場内に入場できません。
②  会場で検温を行い、37.5℃以上の熱がある場合は、スタッフからの確認質問などを受けていただき、参加を見合わせていただきます。
③  会場内では、手指消毒の励行、マスクの着用、他の参加者やスタッフとの距離の確保（できるだけ２ｍ以上）、会話は最小限にするなどの感

染対策の徹底をお願いします。
④  福井県において新型コロナウイルス感染拡大特別警報以上、または県内の行動制限が開催日までの 2 週間（10/10 ～ 10/23）において発

令された場合には、大会は中止といたします。また、鯖江市内の感染状況によっては別途判断いたしますので、予めご承知おきください。
⑤  次に該当する場合は、参加を見合わせてください。この場合、参加料の返金はいたしません。
　・大会開催３週間前から当日までの間に、PCR 検査又は抗原定量検査の結果が陽性だった場合。
　・保健所から濃厚接触者として認められ、大会当日時点で政府が定める健康状態を観察する期間が経過していない場合。
　・政府から入国制限、入国後の観察を必要とされている国、地域に渡航し、大会当日の時点で政府が定める待機期間が経過していない場合。
⑥  65 歳以上の方、基礎疾患を有する方は、新型コロナウイルス感染症等により重症化するリスクが高い旨を十分にご理解した上で、参加のご

検討をお願いします。
⑦  上記以外で、主催者において、感染リスクがあると判断して対応を依頼した事項については、迅速かつ異議なく、これに応じていただきます

ようお願いいたします。
⑧  大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症の感染が発覚した場合は、至急、主催者に報告してください。
⑨  主催者において、前各号のいずれかに該当もしくはその恐れがある、又は感染予防上必要があると判断した場合には、大会の参加を拒否させ

ていただくことがあります。
⑩  参加後に感染症を発症した参加者が発見された場合には、行政機関および保健当局と協議を行い、決定した方法により情報を発信いたします。

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。

申込規約
※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。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・疾病等による
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）。

種目 記号 部門（参加資格） スタート時間

（1）10キロの部
　【眼鏡コース】

C 男子39歳以下（高校生以上）
10：15

D 男子40歳以上～59歳以下
E 男子60歳以上

10：20
F 女子一般（高校生以上）

（2）５キロの部
　【漆器コース】

G 男子29歳以下（高校生以上）
10：00H 男子30歳代

I 男子40歳以上～59歳以下
J 男子60歳以上

10：05
K 女子一般（高校生以上）

（3）３キロの部
　【繊維コース】

L 男子中学生

  9：05
M 男子50歳以上
N 女子中学生
O 女子一般（高校生以上）

（4）２キロの部
【ファミリーコース】

P 小学生１年親子（ペア）   9：35
Q 小学生２年親子（ペア）   9：40
R 小学生３年親子（ペア）   8：35
S 小学生４年親子（ペア）   8：40

【小学5・6年コース】
T 男子小学生（5・6年生）

  9：00
U 女子小学生（5・6年生）

大会HPで記録が検索できます！

申込方法 2km・3km・5km・10km に参加希望の方は、RUNNET でお申し込みいただけます。

申込締切日�2022年 9月５日（月）

https://runnet.jp/

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。
支払い方法は、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 220 円（税込）、
　4,001 円以上 5.5%（税込）

THE 44TH SABAE TSUTSUJI MARATHON

家族や仲間と自然を駆け抜けよう !

大　会　要　項

POINT1
▼

種目は全部で４部門 !!

秋晴れのさ
わやかな1

日、

スポーツで
心地よい汗

を

流しましょ
う !

種目は、10km・5km・3km・2km と豊富にあります。
実力に合わせた種目選びが可能ですので、大勢でわいわ
い参加しましょう。

POINT2
▼

走りやすいコース
平坦で走りやすいコースです。風を感じることができる田
園風景は、走ることの楽しさを教えてくれます。ベストタ
イムを狙う人、楽しんで走る人、誰にでも優しい景色です。

※今大会はハーフの部（A・B）を中止します。


