
令和２年６月７日（日）雨天決行

霞ケ城公園「ふれあい広場」

受付／６：３０～８：００　　開会式／７：３０～

スタート／８：２０～　　　 表彰／ 9：５５～

各部門１位～３位に賞状、メダル、賞品、４位～６位に賞状

遠来賞、高齢者賞（ニコニコランキング除く）、飛び賞

参加者全員に参加賞、ドリンク、特製うどん、完走者全員（制限時間内

に限る）に完走記録証。

大会申込時に 500 円を添えてお申込みください。( 当日の申込みはで

きません。）なお大会終了後、坂井市スポーツ協会ホームページでも

ご覧になれます。

ID　TAG　SYSTEM

①小学生以上で健康な人。ただし、小・中・高など１８歳未満の方

は保護者の同意が必要です。保護者署名欄をご記入下さい。

②年齢は大会当日（令和２年６月７日）の満年齢とします。　　　   

③ファミリーの部は、親子限定とさせていただきます。

・車でお越しの方は、交通案内に記載してあります指定駐車場をご利

　用下さい。但し駐車場等での事故・事件に関して主催者は一切の

　責任を負いません。また、指定の駐車場から徒歩 10 分～ 15 分ほ

　ど時間を要しますので、 時間の余裕を見てお越し下さい。

・当日エントリーカードを忘れた場合は参加できません。

・大会当日の申込みはできません。

・スタート整列順については、選手集合場所に整列した順とします。

・参加者は現場の警察官及び係員の指示に従って走行して下さい。

・音楽を聴きながらのご参加は禁止させていただきます。

・道路事情の関係から、制限時間は次のとおりにします。

   【あと３㎞地点】10 時 40 分【ゴール地点制限時間】11 時 00 分

この場所を指定時間以内に通過できなかった場合、速やかに競技

　を中止し係員の指示に従ってください。　　

最近大衆マラソンにおいて、不注意による事故が多発しております。参加者は
自己の責任において健康管理に十分注意し、身体に異常を感じたら大会への
出場をとりやめてください。また大会当日は、気温・湿度とも高くなるおそれ
もございます。熱中症等には十分注意し、適度な水分補給を心掛けましょう。

開催日：

会　場：

日　程：

表　彰：

参加賞：

記録集：

計　時：　　　

参加資格：

競技上の注意：

注意事項：

※ニコニコランニングについては計測はありません。

申込締切 令和２年４月２７日（金）

大会オリジナル Tシャツ販売！

購入希望の方は「払込取扱票」にある「Tシャツ」欄に必要事項を
ご記入の上、参加料とTシャツの合計金額を払い込んで下さい。
Tシャツは当日、Tシャツ引換ブースにてお渡しします。

申込規約
1. 自己都合による申込後の種目変更、キャンセルは不可とする。また、過剰入金・重複入金の返金はしない。
2. 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止、参加料返金の有無・額等についてはその都度主催者が判断し、決定する。
3. 心疾患・疫病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨むこと。
4. 大会開催中の傷病・事故・紛失等については、全て自己の責任とする。なお、傷病については応急手当のみ行うものとする。
5. 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うこと。またその他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従うこと。
6. 開催中の事故・傷病への補償は、主催者側が加入する保険の範囲内でのみ対応する。
7. 参加者が未成年の場合、その家族・親族・保護者が本大会への参加を承諾していること。
8. 年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）はできない。それらが発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格のはく奪等、主催者の決定に従うこと。また、
　主催者は虚偽申告・代理出走者に対する救護・返金等一切の責任を負わない。
9. 大会の映像・写真・記事・記録等（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・利用することを承諾すること。
　また、その掲載権・使用権は主催者に属すること。
10. 上記の申込規約の他、本大会要項に則ること。

※参加者は申込規約に必ず同意の上、お申込み下さい。

天真 RUN 漫
てんしん　らん　　まん

紺・ピンク・蛍光イエロー

直接お申込みになる場合は、下記施設へお越しください。

右記「払込取扱票」に、必要事項を記入の上（お一人一枚）郵便局
から直接お申込み下さい。振込手数料は各自ご負担ください。

◎郵便振り込み
右記「払込取扱票」、または「古城マラソン」ホームページにある
「申込用紙」をダウンロードし、必要事項記入の上（お一人一枚）、
現金書留・郵便小為替で坂井市古城マラソン実行委員会へ郵送。

◎現金書留・郵便小為替

◎窓口から（9：00～22：00）

◎ＷＥＢから
RUNNET（http://runnet.jp) をご利用ください。 ハーフ・10Ｋ　   3,000 円

5Ｋ一般　　　　 2,500 円
ファミリー　　    2,500 円
小中学生                     500 円
ニコニコ       一般 1,000 円
　　　　  小中学生 500 円

【重要】自己都合による申込後の部門変更、参加料返金は認めません。

※予約時に「古城マラソン参加」とお伝えください。

気取ったり飾ったりせず、ありのままの姿で楽しくマラソン
を走ってほしいとの思いを込めております。

専用振替払込用紙＜申込締切 4月27日（月）当日消印有効＞

お問合わせ：坂井市古城マラソン実行委員会事務局
　　　　　　〒919-0521　福井県坂井市坂井町下新庄 19-7-1【坂井体育館内】（公財）坂井市スポーツ協会
　　　　　　ＴＥＬ.0776-68-0123　ＦＡＸ.0776-68-0124

※受領証は大切に保管してください

古城マラソンのおススメ

（税込）

種目 スタート時間 参加料 制限時間
1 18歳以上39歳以下男子
2 40歳以上男子
3 50歳以上男子
4 18歳以上一般女子
5 高校生以上29歳以下男子
6 30歳以上男子
7 40歳以上男子
8 50歳以上男子
9 60歳以上男子

10 高校生以上一般女子
11 高校生以上29歳以下男子
12 30歳以上男子
13 40歳以上男子
14 50歳以上男子
15 60歳以上男子
16 高校生以上39歳以下女子
17 40歳以上女子
18 中学男子2・3年 9:55
19 中学男子1年
20 中学女子
21 小学男子 9:20
22 小学女子 8:50
23 ファミリー1年（親子ペア）
24 ファミリー2年（親子ペア）
25 ファミリー3年（親子ペア）
26 ファミリー4年（親子ペア）
27 ニコニコランニング一般 1,000円
28 ニコニコランニング小中学生 500円

番号/部門

8:20

8:35

11:00

2㎞
（2.26㎞）

3㎞

5㎞

10㎞

ハーフ

3,000円

2,500円

500円

2,500円

9:10

9:00

8:55

9:00

9:35

8:40

※

※

※開催日１週間位前に参加通知証を郵送します。参加者は下記いずれかの方法でお申込みください。

①高低差が少なく初心者でも走りやすい
　コース。コースムービーをホームページ
　にて配信中 !!
②福井県柔道整復師会坂井支部ボランティアによる
　テーピングサービスをメイン会場で実施。

第 15 回大会を記念して「マラソンクリニック」を開催します。
ゲストランナー２名を講師に迎え、走り方や理想的なフォームなど
実践的な内容のクリニックとなっております。

日　時／２０２０年６月６日（土）１５：３０～１７：００
会　場／丸岡運動公園グラウンド　
　　　　 【雨天時】同公園内古城ドーム
                 （福井県坂井市丸岡町内田 16-1）　
定　員／先着１００名限定
　　　　（エントリーされた方のみのご応募となります）
参加料／無料

お申込みは
こちらから10㎞の部に参加！

吉田香織さん吉田香織さん
10㎞の部に参加！ハーフの部に参加！

川内優輝さん川内優輝さん
ハーフの部に参加！

第15回記念古城マラソン大会　
今年の
ゲスト
ランナー

は

この方
たち！

大会要項

（当日販売も行いますが、数量限定となります）

●丸岡温泉たけくらべ（特典有）
福井県坂井市丸岡町山竹田 88-8
℡ 0776-67-2333

第15回大会 四字熟語

●ちくちくぼんぼん（送迎有）
福井県坂井市丸岡町山口 60-8
℡ 0776-50-2393

●ホテルルートイン福井大和田（特別料金）
福井県福井市大和田 2丁目 306
℡ 0776-52-7711

●三国観光ホテル（特別料金）
福井県坂井市三国町緑ヶ丘 4丁目 4-8
℡ 0776-81-3111

●センチュリオンホテル（特典有）
福井県坂井市三国町テクノポート2-1-33
℡ 0776-81-7000

宿泊案内1枚 1,000円
XS・S・M・L

【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）に利用致します。
また主催者もしくは委託先からの申込に関する確認連絡をさせていただくことがあります。

( 一社 ) 坂井市観光連盟

（一社）あわら市観光協会

その他
宿泊先は
こちら
（特典なし）

・三国運動公園　・丸岡体育館　 ・春江体育館　 ・坂井体育館
（0776-82-5580） （0776-66-8920）（0776-51-4242） （0776-68-0123）

※参加料にあわせてお支払い下さい。(500 円 )

　記載がない場合は無となります。

購入する 購入しない記
録
集

保護者署名
18歳未満の場合記入

申込規約に

同意の上、

大会参加を

承諾します。

●種目番号

1　  39 才以下男子
2　  40 才以上男子
3　  50 才以上男子
4　  一般女子

 5　 29 才以下男子
 6　 30 才以上男子
 7　 40 才以上男子
 8　 50 才以上男子
 9　 60 才以上男子
10　一般女子

11　29 才以下男子
12　30 才以上男子
13　40 才以上男子
14　50 才以上男子
15　60 才以上男子
16　39 才以下女子
17　40 才以上女子
18　中学男子 2・3年

19　中学男子 1年
20　中学女子
21　小学男子

22　小学女子
23　ファミリー 1年
24　ファミリー 2年
25　ファミリー 3年
26　ファミリー 4年
27　ニコニコ（一般）
28　ニコニコ（小中学生）

参
加
者
氏
名

電
話
番
号

「ファミリーの部」参加の場合は、保護者氏名をご記入ください。

生
年
月
日

自　

宅

携　

帯

性　別

ファミリー

の部に参加

される方

住　

所
参加賞

※記載がない場合は

バスタオルとなります

児
童
氏
名

生
年
月
日

オリジナル Tシャツ
1枚 1,000 円（税込）
※参加料にあわせてお支払下さい

学校名

学
校
名

種目番号

カラー サイズ 数 量 金 額


