第２８回福知山マラソン要項
１

名

称

「第２８回福知山マラソン」

２

コ

ス

福知山マラソンコース（日本陸連公認コース）
福知山マラソン付設5㎞コース（仮称・日本陸連公認申請中）

３

主

催

福知山市、福知山市教育委員会、一般財団法人京都陸上競技協会、
福知山市陸上競技協会、一般財団法人福知山市体育協会

４

主

管

福知山マラソン実行委員会

５

後

援

京都府、京都府教育委員会、公益財団法人京都府体育協会、福知山商工会議所、
福知山市商工会、京都新聞、ＮＨＫ京都放送局、ＫＢＳ京都、
西日本旅客鉄道株式会社福知山支社、
認定特定非営利活動法人日本ブラインドマラソン協会

６

支援・協力

京都府福知山警察署、陸上自衛隊福知山駐屯地第７普通科連隊、
一般社団法人福知山医師会、国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所、
福知山交通安全協会、福知山市消防団、一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興
社福知山地域本部、福知山市連合婦人会、福知山公立大学、福知山市スポーツ推進委
員会、近畿日本ツーリスト株式会社

７

支援協力
自治会等

惇明・昭和・下豊富・庵我・河東・有路上・有路下地区各自治会、惇明地区・
修斉地区・庵我地区・河東地区・有路上地区・有路下地区各公民館

８

特別協賛
協
賛
協
力

株式会社ステップ、グンゼ株式会社

９

加盟・提携

Marathon Challenge Cup
RUN as ONE - Tokyo Marathon2019

10

企画協力

（一財）アールビーズスポーツ財団

11

期

日

平成３０年１１月２３日（金・祝）雨天決行

12

種

目

マラソン（42.195㎞）

13

サブ種目

ー

認

クラシエフーズ株式会社、積水ハウス株式会社福知山支店、オムロンヘルスケア株式会社

ホンダカーズ福知山、日本製紙クレシア株式会社、株式会社大塚製薬工場、赤穂化成
株式会社

登 録 の 部
一 般 の 部
視覚障害者の部

ステップラン

５㎞

高校生以上男女

ファンラン

２㎞
３㎞

小学１・２年生男女
小学３・４年生男女
小学５・６年生男女
中学生男女
ペア

14

公

日本陸上競技連盟公認大会、日本陸上競技連盟公認コース

15

競技規則

２０１８年度日本陸上競技連盟競技規則及び日本ブラインドマラソン協会競技規則並
びに本大会申し合わせ事項により行います。

16

参加資格

（１）マラソン（車イスの出場はできない）
※伴走登録：伴走者として登録いただける場合は、事前に登録してください。
伴走未経験の方でも、日本ブラインドマラソン協会の伴走者講習により伴走者
として登録可能です。伴走者として参加が決定した場合は参加料を返金します。
ⅰ）登録の部
平成３０年度日本陸上競技連盟登録者（中・高校生は除く）
ⅱ）一般の部
１８歳以上（高校生は除く）の男女
※視覚障害があり、伴走者を要する場合は伴走者の登録を行ってください。
ⅲ）ブラインドマラソンの部
カテゴリー区分は、以下のように定めます。
（視力の表記については、少数視力で表記しています。）
Ｔ１１－視力は光覚までで、どの距離や方向でも認知はできないもの。
（伴走者必須）

Ｔ１２－手の形を認知できるものから、視力０.０３までまたは、視野が
５度以下のもの。（伴走者有無どちらでも可）
Ｔ１３－視力は、０.０３以上０.１までまたは、視野が５度以上で２０度
以下のもの。（伴走者禁止）
※エントリー後、診断書若しくは障害者手帳のコピーを提出していただくこ
とがあります。また、未提出者の中からクラス分けの判定を行う場合があ
ります。
※同時に走れる伴走者は１名のみで、交代は折返し地点（24㎞）に限定され、
一回だけ交代することができる。
※Ｔ１３に該当し伴走者を要する場合は、一般の部で出場してください。
（２）ステップラン（車イスの出場はできない）
５㎞
高校生以上の男女
（３）ファンラン（車イスの出場はできない）
２㎞
小学１・２年生の部…小学１・２年生の男女
３㎞
小学３・４年生の部…小学３・４年生の男女
小学５・６年生の部…小学５・６年生の男女
中学生の部……………中学生の男女
ペ ア の 部……………小学生以上のペア
※男女の組み合わせは問わない。
※年齢の上限は問わない。ただし、ペアの内、
１名は中学生以下であること。
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競技方法

（１）マラソン
大会運営上、下記により時間規制の関門を設置します。
なお、通過できない選手は速やかに競技を中止し、役員の指示に従い収容車に
乗車してください。関門閉鎖以降の通過者は失格とし、完走者とは認めません。
※関門地点
◆
５.２㎞
４６分（１１：１６）
◆
７.８㎞
１時間０５分（１１：３５）
◆ １１.８㎞
１時間４０分（１２：１０）
◆ １７.０km
２時間２０分（１２：５０）
◆ ２０.６５㎞
２時間５０分（１３：２０）
◆ ２４.５km
３時間２０分（１３：５０）
◆ ２７.７５km
３時間４５分（１４：１５）
◆ ３１.６km
４時間１５分（１４：４５）
◆ ３７.５㎞
５時間００分（１５：３０）
※交通規制は５時間（１５時３０分）で解除されますので、以降は係員
の指示に従い通行してください。
※関門以外、コース上のどの地点においても著しく遅れ、次の関門また
はフィニッシュに到達しないことが明らかな場合や、交通規制時間に
影響を及ぼすとみなされる場合は競技を中止していただくことがあり
ます。
（２）ステップラン ５㎞
大会運営上、下記により時間規制の関門を設置します。
◆
２.２㎞
１６分（１１：１６）
（３）ファンラン ２㎞・３㎞・ペア（３㎞）
ペアの部は必ず手を繋いでゴールしてください。（１名にランナーズチップ
を装着します。）
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申込み期間

（１）通常
①郵便振替
６月１日（金）～７月２０日（金）消印有効
②インターネット
６月１日（金）～８月３１日（金）
※定員になりしだい、締め切ります。
（２）レイトエントリー
９月４日（火）～９月１４日（金）
※インターネットのみ
※チームエントリーは対象外です。
※定員になりしだい、締め切ります。

19

福
市

福知山市民を対象にフルマラソンの市民枠を設けます。
対象者：福知山市内に住所を有する方
※チームエントリーは対象外です。
①郵便振替
６月１日（金）～７月２０日（金）消印有効
②インターネット
６月１日（金）～９月１４日（金）
※定員になりしだい、締め切ります。

知
民

山
枠

20

参加人数

（１）マラソン
（２）ステップラン
（３）ファンラン
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申込方法等

５㎞
２㎞・３㎞
ペア（３㎞）

１０,０００人（先着）
※市民枠（１，０００人）・レイトエン
トリー（３００人）を含む
５００人（先着）
５００人（先着）
１００組（先着）

下記のいずれかの方法でお申し込みください。
（１）インターネット・携帯電話で申し込み
http://runnet.jp/へアクセスし、必要事項を全て入力してください。
（２）パンフレット（申込書付）を請求して申込み
福知山事務局またはエントリーセンターへ専用振替払込用紙を請求し、必要事
項をご記入の上、郵便局にてお申し込みください。
（３）スポーツショップでエントリー
指定のスポーツショップでエントリーできます。
※チームエントリーは（１）（３）のみ可能です。
※福知山市民枠でのチームエントリーはできません。
※レイトエントリーは（１）のみ可能です。

22

参

加

料
（１）マラソン
①一般
チームエントリー

７,０００円
１０名で６５,０００円
（１０名単位で申し込んでください）
②福知山市民枠
７，０００円
③レイトエントリー
８，０００円
（２）ステップラン
５㎞
３，５００円
（３）ファンラン
２㎞・３㎞
２，０００円
ペア３㎞
３，０００円（２名）
注※入金後の取り消し、データ変更は一切できません。特にチームエントリーをす
る際はご注意ください。
※不参加及び災害・荒天での大会中止の場合、参加料の返金は一切いたしません。
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スタート

（１）マラソン

（２）ステップラン
（３）ファンラン
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表

彰

等

午前１０時３０分（制限時間６時間）
※５時間００分以降で交通規制は解除されます。
以降は、係員の指示及び交通ルールに従い通行してく
ださい。
５㎞ 午前１１時００分
２㎞ 午前１１時５０分
３㎞ 正午

【マラソン】
（１）男女別総合８位までカップ、部門別（ブラインドマラソンの部を除く）・年代
別３位までメダルを授与します。
（２）ブラインドマラソンの部は、Ｔ１１・Ｔ１２・Ｔ１３それぞれ男女別３位まで
メダルを授与します（伴走者含む）。
（３）完走者には「完走Ｔシャツ」をお渡しします。
（４）当日希望者には「個人記録証（速報）」をお渡しします。また、後日、ＷＥＢ
サイト（ＲＵＮＮＥＴ）において５㎞ごとのスプリットタイム入り完走証（写真
付）をダウンロードすることができます。
（５）チームエントリーによりエントリーされた上位５名の選手の合計タイムにより
上位３チームに後日賞状と記念品を贈呈します。
（６）地域別優勝者に、後日メダルを送付します。
※地域別とは、日本陸連方式に準じた９ブロックとします（東京は関東に含む）
（７）マラソン出場者の中から抽選により２名をゴールドコーストマラソンへ招待し
ます。（出場者本人に限る）
（８）マラソン完走者の中から抽選により３名を東京マラソン２０２０へ招待します。
（完走者本人に限る）
【ステップラン５㎞】
（１）男女別３位までメダルを授与します。
（２）記録証を当日発行します。
【ファンラン２㎞・３㎞・ペア】
（１）男女別、部門別３位までメダルを授与します。
（２）ペア３位までメダルを授与します。
（３）記録証を当日発行します。

25

参

加

賞

26

問い合わせ

参加者全員に参加賞を贈ります。
（１）大阪事務局
〒532-0011

（２）福知山事務局
〒620-8501

27

そ

の

他

大阪市淀川区西中島６－１－１５
アセンズ新大阪ビル１Ｆ
アールビーズ大阪事業部内
「福知山マラソン大阪事務局」
℡ ０６－６３０５－６３０２
福知山市字内記１３番地の１
「福知山マラソン事務局」
℡ ０７７３－２４－３０３１
FAX ０７７３－２３－６５３７
HP http://www.fukuchiyama-marathon.com/
E-mail
info@fukuchiyama-marathon.com

（１）ナンバーカードは主催者で用意します。（伴走者ゼッケンも主催者が用意する
ものを着用してください。）
（２）マラソンのスタート順は安全を期すため自己申告タイム順とします。
（登録・一般の部は問いません。
また、過去の完走タイムを参考にする場合があります。
ブラインドマラソンの部は、原則として最前列の専用レーンからスタートしま
す。
アナウンス・現場係員の指示に従い、指定されたブロックよりスタートしてく
ださい。
（３）レース走行中、緊急車両の通行等により走者を停止させ、車両の通行を優先さ
せる措置をとる場合があります。
（４）大会会場及びコース上では、会社名・商品名等を意味する図案及び商標等の広
告的なものを身につけたり、表示することはできません。
（５）マラソン及びステップランは仮装して出場することはできません。
（６）大会開催中は、現場の警察官及び係員の指示に従ってください。
（７）大会開催中、緊急事態が発生した場合は現場係員等の指示に従ってください。
（８）競技中の事故については、応急処置のみ主催者で行いますが、その後の責任は
一切負いません。自身の健康管理には自分で責任をもってください。主催者では
責任は一切負いません。（主催者として、あらかじめ負荷心電図等の利用による
体調の自己チェックを希望します。）
（９）許可者以外、助力は受けられません。（自転車・動物等）
（10）大会結果はホームページで見ることができます。
http://www.fukuchiyama-marathon.com/
（11）大会出場中の映像・写真・記事・記録のテレビ・新聞・雑誌・インターネット
等への掲載権は主催者に属します。
（12）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
法令を遵守し、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、次回大会への案内、大会協賛・協力関係団体からのサービス提供、記録発表
（ランキング等）に利用します。
（13）地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止、参加料の返
金の有無・額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。
（14）締切後の申込の場合は、参加料から手数料を差し引いた金額を返金いたします。

