
主催：銚子さんまマラソン実行委員会　共催：銚子市
主管：銚子市教育委員会・銚子市体育協会・銚子市陸上競技協会

特別協賛：ヤマサ醤油株式会社
協　　力：(一社)銚子青年会議所

http://www.choshi-sanma-marathon.jp/

インターネット、スマートフォンからの
お申し込みが便利です。
詳しくはホームページをご覧ください

インター
ネット 2019年 5月21日（火）～ 8月30日

日

（金）
振 替
用 紙 2019年 5月21日（火）～ 8月23 （金）

日ふるさと
納 税 2019年 5月21日（火）～ 8月16 （金）

申し込み期間

炭火焼き
サンマを
無料配布!

ゲストランナー ゲストランナー
ものまねアスリート芸人

M高史さん

リオオリンピック
トライアスロン競技日本代表
加藤友里恵さん

9:50スタート
10km

秋の海岸線を駆け抜けよう

★ナンバーカードは事前に発送！
★ニックネームゼッケン採用！
★ナンバーカードは事前に発送！
★ニックネームゼッケン採用！11.17

2019年

日 ハーフ
9:30スタート

第7回
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大会要項

申込規約
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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）。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

振 替 用 紙
専用振替用紙（コピー不可）に必要事項をご記入の上、参加料を添えて、ゆうちょ銀行または郵便
局窓口でお申し込みください。確認用にコピーを大会まで保存されることをおすすめします。 
※払込手数料200円

申込締切B

パンフレットおよび専用振替用紙が必要な方は、氏名・住所・希望部数を明記した返信用封筒（切手貼付）を同封のうえ、
パンフレット発送センターまでご請求ください。後日パンフレット発送センターからお送りします。

2019年8月23日（金） 消印有効

ふるさと納税（市外の方対象） 申込締切
詳しくは大会ホームページをご覧ください。C 2019年8月16日（金） 

銚子さんまマラソン実行委員会事務局

大会に関するお問い合わせ先

TEL：0479-24-9559
（10：00～17：00　月曜日、祝日の翌日を除く）

〒288-0031 千葉県銚子市前宿町1140  銚子市体育館内

パンフレットおよび振替用紙のご請求先

一般社団法人銚子市観光協会

銚子市内の宿泊等に関するお問い合わせ先

TEL：0479-22-1544
（JR銚子駅構内）

URL：http://www.choshikanko.com/

2019年11月17日（日）※雨天決行

銚子マリーナ特設会場

大会ホームページにてご確認ください。

日本陸上競技連盟登録者および、本大会規定のコースを走る自信があり、自己の健康について
異常のないことを確認した一般競技者。ただし、高校生以上に限る。（18歳未満は保護者の承
諾を要する。）

（１）インターネット　　（２）専用振替用紙

各種目とも第６位までにメダルと賞状を授与します。

大会オリジナル長袖Tシャツ

（１）記録はランナーズチップで計測します。計測チップはシューズに装着してください。手に持った
り、ポケットに入れて走らないでください。フィニッシュ後に回収いたします。チップを紛失したり、
返却がない場合は実費を負担していただきます。

（２）完走者には、当日記録証を配布いたします。

2019年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定による。

■ 日　　時

■ 会　　場

■ コ ー ス
■ 参加資格

■ 参 加 料
■ 申込方法
■ 表　　彰
■ 参 加 賞
■ 記録計測

■ 競技規則

（１）参加賞等引換　　午前7時30分～
（２）開　  会 　 式　　午前8時30分～（千葉科学大学前）
（３）ス　タ　ー　ト　　午前９時30分（ハーフマラソン）
　　　　　　  　　  午前9時50分（10kmレース）

ハーフマラソン　    6,000円 10kmレース　    5,000円

9：50レース

9：30

申込方法 振替用紙　　　　 ふるさと納税（市外の方対象） でお申し込みいただけます。大会ホームページ B CA または または

大会ホームページ
インターネットから下記の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）。 
※エントリー手数料：支払総額4,000円まで205円、4,001円以上5.15％（税込）
http://www.choshi-sanma-marathon.jp/

申込締切 2019年8月30日（金）A

※RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。

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。

交
通
の
ご
案
内

車でお越しになる方
●東京方面からお越しになる場合
　東関東自動車道ー成田ー国道296号ー
　多古ー国道126号ー銚子
　東関東自動車道ー佐原ー国道356号ー銚子

●水戸方面からお越しになる場合
　水戸ー国道51号ー鹿嶋ー
　国道124号（銚子大橋）ー銚子

駐車場につきましては、大会事務局で指定させていた
だき、参加通知書送付の際にお知らせいたします。
※駐車場からシャトルバス（無料）を運行いたします。

電車でお越しになる方

●JR銚子駅 下車
※電車でお越しの方は、大会当日「銚子駅」から会場までの
　臨時バス（無料）を運行いたしますので、そちらをご利用ください。

※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。

（１）参加者は、各自の責任において健康を管理し、あらかじめ医師の健康
診断等を受けて走ってください。

（２）主催者は、マラソン保険に加入します。競技中の事故等については、
応急処置及びマラソン保険の範囲内の他は責任を負いません。

（３）更衣室は、所定の施設をご利用ください（無料）。
（４）車でお越しの場合は、必ず大会事務局が指定した駐車場をご利用くだ

さい。
（５）駐車場でのトラブルについては、一切責任を負いません。
（６）荒天、地震、風水害、事件、事故等、大会主催者の不可抗力による大会中

止の場合においては、参加料は返金いたしません。

（１）当日の受付はありません。ナンバーカードセットは事前に送付いたします。
大会当日忘れずにご持参ください。忘れた場合は1,000円にて再発行
となります。

（２）ナンバーカードは、前から見えるよう胸に付けてください。
（３）計測用チップは必ずシューズに装着してください。
（４）参加者は、大会中係員の指示に従ってください。
（5）自己都合による申込後の種目変更はできません。また、過剰入金・重複

入金の返金はいたしません。ただし、権利譲渡（ゆずれ～る）対象大会
の場合に限り、申込後の出走権譲渡ができるものとします。

（6）自己都合による不参加の場合であっても、参加料は返金いたしません。

そ
の
他
の
注
意
点

競
技
上
の
注
意
点

※ご希望枚数により切手の料金と封筒の大きさが変わります。
　（長形3号）1～3部：92円、4～6部：140円　（角形2号）7～9部：205円、10～20部：250円
※請求期間外のご請求はお受け致しかねます。

〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9
銚子さんまマラソンパンフレット発送センター

【請求期間：5月17日（金）～8月19日（月）必着】
ご請求の際は、下記2点を同封の上、お送りください。

①大会名と希望部数を記入した用紙　②ご自身の氏名・住所を書いた返信用封筒（希望部数に応じた切手を貼付のこと)

ニックネーム
ゼッケンとは？

沿道から名前で応援していただけるよう、ゼッケンに氏名やニックネーム
をプリントするサービス（有料500円）です。
印字可能な文字（漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・アラビア数
字：全角5文字、半角10文字以内）に限ります。
※振替用紙でお申し込みされた方は、サービス対象外となります。
※主催者が不適切と判断した場合は受付できない場合がございます。

　　　　　　　　対象大会です。出走権を譲りたい方、締め切り後の大会にエントリーしたい方は下記期間に手続きを行っ
てください。先行エントリーの方もご利用いただけます。　※振替用紙でお申し込みされた方はサービス対象外となります。

〈ゆずれ～るエントリー期間〉 2019年5月21日（火）～2019年9月6日（金）

詳しくはRUNNETにてご確認ください！ ▶▶▶ https://runnet.jp/runtes/guide/yuzureru/
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