第4 回
横浜マラソン
チャレンジ枠対象事業

青葉区民

マラソン
大会
開 催日

2017 年

11月 26日（日）

会場：青葉スポーツセンター ほか
申込

種目：10km

（インターネットエントリー）
（先着順）
※申込方法は裏面をご覧ください。申込開始時刻を変更しました。

一次募集

青葉区在住・
7月24日（月）正午〜８月6日（日）
・在学の人 〉
〈 在勤

二次募集

8月14日（月）正午〜8月27日（日）
※一次募集で定員に達した場合、二次募集は行いません。

コース図

※横浜環状北西線工事により、
コースを一部変更する予定
です。
詳細は大会ホームページで
新着情報をご覧ください。
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柿の木台交差点 → 中里学園前交差点 → 鉄町交差点 → 環状４号入口交差点
（折り返し）→
藤が丘

鉄町交差点 → 総合庁舎入口交差点 → フィニッシュ 青葉区役所第一駐車場

検索

■主
催：青葉ふるさと協議会 青葉区民マラソン運営委員会
■共
催：青葉区役所、横浜マラソン組織委員会
■協力・協賛：青葉区スポーツ推進委員連絡協議会、青葉区青少年指導員連絡協議会、青葉区体育協会、青葉交通安全協会、青葉警察署、
青葉消防署、日本体育大学、昭和大学藤が丘病院、青葉自動車学校、青葉スポーツセンター、青葉公会堂、
首都高速道路株式会社神奈川建設局、宮地・MMB・高田JV、JFEエンジニアリング株式会社、株式会社鴻池組、
株式会社 三井住友銀行、
横浜農業協同組合中里支店、道路局横浜環状北西線建設課、青葉台フォーラム、大塚製薬株式会社、東京体育用品株式会社
■特別協賛：東京急行電鉄株式会社
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■特別協賛

開 催 要 項
大会趣旨／田園風景などを楽しみながら、公道を安全に走り、健康増
進を図るとともに、区民全体で大会を応援することによっ
て、地域のスポーツ振興を図り青葉区を盛り上げます。
主

催／青葉ふるさと協議会

青葉区民マラソン運営委員会

開 催 日／2017年11月26日
（日） 雨天決行（荒天中止）
開会・表彰式会場及び大会本部／
青葉スポーツセンター及び青葉区役所第一駐車場
コ ー ス／表面「コース図」のとおり
※横浜環状北西線工事により、コースを一部変更する予
定です。詳細は大会ホームページで新着情報をご覧く
ださい。
受付時間／7：45〜8：30
スタート時間／9：05
種

目／10km

定

員／800名

※約５km地点に関門あり
（スタートより40分）

参加資格／1999年
（平成11年）
４月１日以前生まれで
10ｋmを70分以内で走れる人
申込方法／下記のとおり
参 加 料／4,000円
（クレジットカード、
コンビニ、
ＡＴＭなど）
※参加料は返納いたしかねますのでご了承ください。
そ の 他／参加者向け大会サポートセミナーを青葉台フォーラムで
実施します。詳しくは、大会ホームページをご覧ください。

申 込 方 法

表 彰 等／男子総合１〜３位、
及び女子総合１〜３位の人は、
表彰式にて表彰
状を授与。
また、
男女別年代ごと
（18〜29/30〜39/40〜
49/50〜59/60歳以上）
の成績優秀者に、
本部にて記念品
をお渡しします。
なお、
完走者には記録証を差し上げます。
＊成績優秀者に『横浜マラソン2018出走権（フルマラソ
ン）』プレゼント
（出走権利を参加費有償にて付与）
（予定）
記録計測／◎記録計測はランナーズチップにて行います。
ナンバーカー
ドと一緒に封入されているチップを装着しないと記録が計
測されませんので、必ずシューズに装着してください。
◎ランナーズチップはフィニッシュ後、必ず返却してください。
未返却や紛失の場合は、実費を請求します。
（リタイア者
は「警備本部」テントに返却してください。）
注意事項／①申込規約に同意の上、お申し込みください。
保険に一括加入しますが、
あらかじめ医師の健康
②出場選手は、
診断を受け、
自己責任で健康を管理してください。
③貴重品の紛失その他の事故は一切の責任を負いません。
④大会当日は健康保険証を持参してください。
⑤大会運営スタッフ、警察関係者の指示に従ってください。
⑥コース上は、必ず道路の左側を走るようにお願いします。
⑦約5ｋｍ地点の関門を制限時間（40分）内に通過できな
かった場合は、係員の指示に従って会場に戻ってください。
⑧競技者が体調不良などにより競技続行不可能と判断さ
れた場合は、大会運営スタッフがその競技者に競技中止
の勧告をします。
⑨天候その他により、競技中止・競技時間の変更をするこ
とがあります。
⑩大会当日の約1週間前までにナンバーカード引換券を
ハガキで郵送します。大会当日にご持参ください。
⑪大会当日は駐車場が使えませんので、公共交通機関でお
越しください。

なり
ります
（先着順） お申し込みはインターネットのみの受付となります。

申込規約

（インターネットエントリー）
申込期間

※申込開始時刻を変更しました。

一次
募集
二次
募集

＜青葉区在住・在勤・在学の方＞
2017年7月24日
（月）
正午〜８月6日
（日）
2017年8月14日
（月）
正午〜 8月27日
（日）
※一次募集で定員に達した場合は二次募集は行いません。

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）
。
※事前に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205円、
4,001円以上は5.15％（税込）
※ご不明な点については、本チラシ右下の大会に関するお問い合わせ先にご連絡くだ
さい。

大会
ホームページ

青 葉 区 民 マラソン

検索

http://runnet.jp/
会場案内図
交通のご案内
■電車でお越しの場合
東急田園都市線「市が尾駅」下車
徒歩10分
■バスでお越しの場合
東急バス・小田急バス
「青葉区総合庁舎」下車
※大会当日は駐車場が使えませんので、公
共交通機関でお越しください。

QRコードを使うと、
申込サイトに簡単に
アクセスできます。

※次の申込規約に必ず同意の上、
お申し込みください。

1. 私は、
自己都合による申込後のキャン 6. 私は、大会開催中の事故、紛失、傷病
セルはできず、
また、過剰入金・重複
等に関し、主催者の責任を免除し、損
入金の返金されないことを承知します。 害賠償等の請求を行いません。
定員を超える申し込みがあった場合、 7. 私は、大会開催中の事故・傷病への
入金期限内に参加料の支払いが完
補償は大会側が加入した保険の範囲
了していても入金日によっては申し込
内であることを了承します。
みが無効となる場合があり、
その場合、 8. 私の家族・親族、保護者（参加者が
主催者が定める方法により返金される、 未成年の場合）、
またはチームメンバー
ことを承知します。
（代表者エントリーの場合）
が、本大会
2. 私は、地震・風水害・降雪・事件・事
への参加を承諾しています。
故・疫病等主催者の責によらない事 9. 私は、年齢・性別等の虚偽申告、申
由で大会が開催縮小・中止となった
込者本人以外の出場(代理出走)はい
場合、参加料・手数料の返金が一切
たしません。
それらが発覚した場合、出
されないことを承知します。
場・表彰の取り消し、次回以降の資
3. 私は、心疾患・疾病等なく、健康に留
格はく奪等、主催者の決定に従います。
意し、十分なトレーニングをして大会に
また、主催者が虚偽申告・代理出走
臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、 者に対する救護・返金等一切の責任
自己の責任において大会に参加します。 を負わないことを了承します。
4. 私は、大会開催中に主催者より競技 10. 私は、氏名・年齢・住所・性別・記録・
続行に支障があると判断された場合、 肖像等の個人情報が、大会の映像・写
真・記事・記録等によって、新聞・テレ
主催者の競技中止の指示に直ちに
ビ・雑誌・インターネット・パンフレット等
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。 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
5. 私は、大会開催中に傷病が発生した
者に属することを了承します。
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、11. 私は、大会申込者の個人情報の取り
扱いが、別途記載する主催者の規約
主催者の責任を問いません。
に則ることを承諾します。

青葉区マスコット
「なしかちゃん」
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。

大会に関するお問い合わせ先
青葉区民マラソン運営委員会（青葉区地域振興課内）
〒225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町31-4

TEL.045-978-2297（平日8：45〜17：00）
FAX.045-978-2413

