
第 50 回金沢区ロードレース大会 開催要項 

 

１ 大会概要 

（１） 日時・場所 

ア 日時 

  令和５年２月 25 日（土）８時 30 分から 12 時 30 分まで（予定） 

  雨天決行。荒天の場合もしくは新型コロナウイルス感染症等の状況 

により中止の場合がある。 

当日の音声案内：050-3159-6791（開催可否は当日６時に決定）   

   イ 場所 

     海の公園及び八景島 

   ウ 受付時間 

     1.8km の部          ８時 30 分～９時 00 分 

     3.1km の部          10 時 00 分～10 時 15 分 

          ５km の部           10 時 00 分～10 時 30 分 

     10km の部            10 時 45 分～11 時 15 分 

   エ 開会式・表彰式・閉会式 

     感染症等の状況、並びに日本陸上競技連盟の「ロードレース開催に 

ついてのガイダンス」に従い、今後決定する。事前に送付する大会プ 

ログラムを参照すること。 

（２） 実施詳細 

     合計定員を 1,000 人とし、参加種目ごとにスタート時間を分ける。 

    ※種目の参加人数によって、受付及びスタート時間が変更になる場合 

があるため、事前に送付する大会プログラムを参照すること。 

距離・対象 スタート時間 種目 定員（目安） 金額 ※１ 

1.8km の部 

９時 30 分 
小学生女子 

（４・５・６年生） 

500 人 1,500 円 

９時 45 分 
小学生男子 

（４年生） 

10 時 00 分 
小学生男子 

（５年生） 

10 時 15 分 
小学生男子 

（６年生） 

3.1km の部 10 時 40 分 
中学生以上女子 

（一般女子を含む） 150 人 

2,000 円 

（一般女子は

3,500 円） ５km の部 11 時 00 分 中学生男子 



 

距離・対象 スタート時間 種目 定員（目安） 金額 ※１ 

５km の部 11 時 00 分 

一般男子 

（35 歳未満） 

350 人 3,500 円 

一般男子 

（35 歳以上 50 歳未満） 

一般男子 

（50 歳以上） 

一般女子 

10km の部 11 時 45 分 

一般男子 

（35 歳未満） 

一般男子 

（35 歳以上） 

一般女子 

※１ 別途申込手数料 220 円が必要。複数人による申込により、参加料が 4,001

円を超えた場合、総参加料の 5.3％の手数料となる。また、手数料はいかな

る理由でも返金できない。 

（３） 対象者 

ア 金沢区、磯子区、栄区在住、在勤、在住、在スポーツクラブの小学 

４年生以上の方 

（４） 参加資格 

10km の部については 70 分以内に完走できる方 

（５） 表彰・参加賞 

ア 1.8km の部については各種目１位～10 位（学年男女別）にメダル等 

を授与 

 ※その他の種目については１位～６位までに授与 

   イ 参加者全員に参加賞（クリアファイル・ボールペン等）を送付 

    ※ナンバーカード（ゼッケン）等と合わせて大会前に事前送付 

   ウ 完走者にはＷＥＢ記録書を発行する。 

（６） 横浜マラソン 2023 チャレンジ枠の付与（予定） 

チャレンジ枠付与希望者の 10km の部参加者のうち、成績上位 10名に、

横浜マラソンチャレンジ枠（横浜マラソン 2023 へ出場する権利）を付与

する。（別途、参加料の納付や参加手続きが必要）なお、10km の部３種目

における付与割合は希望者及び参加者数を勘案し、金沢区ロードレース

及び小学生駅伝大会実行委員会が決定する。 

なお、付与者への連絡は申込時に入力されたメールアドレス宛に行う。



（kz-sports@city.yokohama.jp からのメールを受信できるようにしてお

くこと） 

※対象：平成 17 年４月１日以前生まれの方でフルマラソンを６時間以内 

で完走できる方 

（７） 大会物品の事前送付 

 大会当日１週間前を目途に、参加者宅（エントリー時に申請した住所）

へ大会物品（ナンバーカード（ゼッケン）、記録用 IC タグ、健康観察シー

ト、大会プログラム）並びに参加賞を送付する。 

 大会当日はナンバーカード、記録用 IC タグ、記入済みの健康観察シー

トを持参すること。なお、ナンバーカード及び記録用 IC タグを当日忘れ

た場合、再発行（１つにつき再発行手数料 500 円）が必要になる。 

（８） 健康観察について 

 参加者は、事前送付した健康観察シートを使用し、大会１週間前から当

日までの健康観察を行い、健康観察シートに記入すること。 

 記入した健康観察シートは当日受付にて提出するため、持参すること。 

※持参忘れの場合、受付にて再記入が必要。提出がない場合、大会への参

加を認めず、参加料も返金しない。 

（９） 記録の計測 

 記録用 ICタグによる計測を行う。スタートと同時に自動計測を実施し、

ゴールとともに計測を終了する。記録用 IC タグは大会１週間前を目途に

事前送付する。 

 当日は、記録用 IC タグをつけて（事前に同封する取付用具を使用のこ

と）出走すること。記録用 IC タグの所有権は参加者に属するため、ゴー

ル後に返却の必要はない。記録用 IC タグをつけずに出走した場合は、計

測を行わない。 

 

２ 参加者募集期間 

  日時：令和４年 12 月１日（木）～令和５年１月 10 日（火） 

※各種目の定員に達し次第、申込を締め切る。 

  ※上記申込期間後、主催者にて大会開催が困難であると判断した場合は大 

会を中止する。この場合、申込手数料を除いた参加料を返金する。 

 

３ 申込方法等 

（１） インターネット申込 

    ア 個人申込 

     指定のＷＥＢサイト（スポーツエントリー）から申込み 



イ 団体申込 

     同一種目の場合に、ＷＥＢサイトでの一括申込を受け付ける。団体 

申込みの代表者は、参加者全員の申込情報（氏名、性別、生年月日、 

学年、住所、電話番号、メールアドレス、所属、「横浜マラソン 2023 

チャレンジ枠を希望するか」を記載）を入力すること。 

※申込期間終了後に、参加料支払い期間を設けるため、メールアドレ 

ス等の連絡先は正確に入力すること。 

（２） 支払方法 

    クレジットカード払いもしくはコンビニ払い 

    ※別途申込手数料（220 円）が必要 

    ※複数人による申込により、参加料が 4,001 円を超えた場合、総参加 

料の 5.3％の手数料となる。 

（３） 返金について 

   ア 申込完了後の自己都合による登録内容の変更、修正、キャンセル及 

び過剰入金、重複入金の返金は行わない。ただし、参加賞は郵送する 

   イ 申込後、悪天候、地震、事故、事件、感染症の拡大（大会当日に係 

る緊急事態宣言もしくはまん延防止等重点措置の発令）等による大会 

中止の場合、返金は行わない。 

   ウ 上記（３）イの理由以外に主催者にて大会開催が困難であると判断

した場合は大会を中止とし、申込手数料を除いた参加料を返金する。 

 

４ 注意事項 

（１） ナンバーカード（ゼッケン）、記録用 IC タグ、健康観察シート、大会 

プログラム、参加賞等を事前送付する。参加者は、入場後に会場内で受 

付を行い、事前送付している健康観察シートに記入し、提出すること。 

（２） 出走順は無作為に割り当てる。 

（３） スポーツ傷害保険は、主催者が加入し保険料を支払う。 

（４） 大会参加者の個人情報（氏名・所属等）は本大会運営に係る範囲内で

のみ使用する。 

（５） 更衣室の用意がないため、必要な場合は参加者の責任において準備を

すること。 

（６） 年齢は大会当日（令和５年２月 25 日）時点の満年齢を適用する。 

（７） 周辺の駐車台数に限りがあるため、公共交通機関を利用すること。 

 

 

 



５ 申込規約 

（１） 参加者は、体調について、各自責任をもって医師の診断等を受けてか 

ら出場すること。また、家族からの同意を得ること。 

（２） 年齢や性別等について虚偽の申請をした場合、参加を取り消す場合が 

ある。なお、重複申込はすべて無効とし、参加料は返金しない。  

（３） 主催者は、競技中におけるけが及び傷病による応急処置を除き、盗 

難、紛失その他事故において一切責任を負わない。 

（４） 大会の映像・写真・記録・記事等において、氏名・年齢・性別・記 

録・肖像等の個人情報が新聞・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すること。また、その掲載権・使 

用権は主催者に帰属する。 

（５） 海の公園並びに八景島内の利用規約を遵守すること。 

（６） 「日本陸上競技連盟のロードレース開催についてのガイダンス」及 

び「神奈川県の新型コロナウイルス感染症対策」に基づいた指示、並び 

に大会運営に関する主催者からの指示に従うこと。 

 

６ 実施団体 

 共催：金沢区ロードレース及び小学生駅伝大会実行委員会、金沢区役所、横 

浜マラソン組織委員会 

 主管：金沢区スポーツ協会陸上競技部 

 後援：金沢区中学校体育連盟、金沢区町内会連合会、金沢区スポーツ協会 

 協力：金沢区スポーツ推進委員連絡協議会、金沢区青少年指導員協議会、横 

浜並木走友会、（公財）横浜市緑の協会海の公園管理センター、金沢 

区小学校長会、金沢区中学校長会 

 

 


