第３５回京田辺市マラソン大会要項
【 趣 旨 】

市民と近隣市町村民の健康増進と体力の向上をはかり、相互の
親睦を深めると共に、スポーツの振興を図ることを目的とする。
NPO法人京田辺市社会体育協会
京田辺走ろう会
京田辺市・京田辺市教育委員会・京田辺市小中学校校長会
一般社団法人京田辺市観光協会・洛タイ新報
京田辺市スポーツ推進委員

【 主 催 】
【 主 管 】
【 後 援 】
【 協 力 】
【 日 時 】

【 場 所 】
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【参加資格】

【自動計測タグ】

令和元年１０月２０日（日） ※小雨決行
受 付 田辺木津川運動公園
午前８時３０分から９時１５分
開会式
９時３０分
スタート １０時１０分
閉会式
通告による閉会宣言で閉会とします。
田辺木津川運動公園
集合及びスタート・ゴール
コース 木津川サイクリングロード
スタート時間
種別
対象（大会当日の年齢）
参加費
小学生男子の部
10:40
小学生４・５・６年
¥600
小学生女子の部
中学生男子の部
中学生
¥1,100
中学生女子の部
一般男子の部
１５歳～４９歳
11:00
¥1,800
（中学生は除く）
一般女子の部
壮年男子の部
５０歳以上
¥1,800
壮年女子の部
一般男子の部
１５歳～４９歳
¥2,100
（中学生は除く）
一般女子の部
10:30
壮年男子の部
５０歳以上
¥2,100
壮年女子の部
ファミリーペアの部
10:10
¥1,600
小学生１・２・３年と
一休さんの部
２０歳以上の保護者
ファミリーペアの部
（２人１組）
10:50
¥1,600
キララちゃんの部
先着 １，０００名 （種目合計人数とし、ファミリーペアは１人とカウントします。）
ファミリーペアの部はランダムで部門分けし、男女の組合せは問いません。
ファミリーペアの部はゴールする際、必ずペアで手を繋いでゴールしてください。
参加費には保険代を含みます。
スタート時間は予定です。変更になることもあります。
１．自己管理において十分な健康管理のもと、参加種目を走りきることに
支障がない方。
２．年齢は大会当日の満年齢とします。
３．参加者は誓約書が必要です。１８歳未満の方は保護者の誓約書が必要です。
・走者の皆様のタイム計測をより正確にするために、自動記録集計システムを
導入しています。
・ナンバーカードに付いている計測タグはゴールするまで取り外さないで下さい。
・ゴール後、計測タグを係員にお渡しください。
・不参加・途中棄権の方は、計測タグを持ち帰らずに受付へお返しください。
紛失したり返却がない場合は、実費（3,000円）をご負担いただきます。

スペシャルサポーター 一休さん・キララちゃん
【 表 彰 】

１．各種目別 １～３位にメダルと賞状を授与します。
２．各種目別 ４～６位に賞状を授与します。
３．各種目別 １～６位に「一休品」等を授与します。
４．各種目とも完走者全員に完走証を授与します。

【参加賞】

１．参加者全員に参加賞をお渡しします。
オリジナルスポーツタオル・ドリンク他

【申込方法】

１．スポーツエントリーによるお申込み
２．郵便振替口座への払込取扱票によるお申込み
所定の振込用紙に必要事項を記入・押印し、参加料を添えて
お近くの郵便局でお申込みください。
※１枚の用紙につき、１名の申込みをしてください。連記不可。
(振込手数料は自己負担となります）
３．直接事務局窓口にてお申込み（平日のみ９：００～１７：００）
下記の場所にて参加費とはんこを持参し、直接申込んでください。
〒６１０－０３３１ 京都府京田辺市田辺丸山１９ 田辺中央体育館内
NPO法人京田辺市社会体育協会マラソン係 ＴＥＬ ０７７４-２９-９００８
４．JTBスポーツステーションによるお申込み

【申込期間】

令和元年８月５日（月）～令和元年９月１３日（金）

【問い合わせ】

〒６１０－０３３１
京都府京田辺市田辺丸山１９
NPO法人京田辺市社会体育協会
TEL :０７７４－２９－９００８（平日9-17時） FAX：０７７４－６２－１５３４
E-mail:jimukyoku@kyotanabe-taikyo.jp

【注意事項】

・申込をもって主催者と注意事項・申込規約に誓約したものとします。
・大会当日の参加申込みは出来ません。
・参加者全員に主催者で傷害・マラソン保険に加入しますが、
参加者は自己責任において健康管理をして下さい。
・競技中のけがなどは応急処置のみ行い、その後の責任は負いません。
・参加申し込みされた方には、参加通知書を大会期日の７日前
までに送付しますので大会当日、受付へ提出してください。
・参加費は大会が中止になっても返金されません。
・駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用ください。
・自動計測器を使用しますので注意事項を厳守してください。
・競技者は競技服を着用してレースに参加してください。
・荒天による中止の場合はＮＰＯ法人京田辺市社会体育協会のホーム
ページに掲載します。http://www.kyotanabe-taikyo.jp/
・当日欠場者は、田辺中央体育館にて参加通知書と引き換えに参加賞を
お渡しします。（11/25まで）

【その他】

・中学生以上（京田辺市内在住・通勤・通学者）の方で上位入賞者は
京都府民総合体育大会駅伝競走の出場者選考の参考と致します。
・成績優秀者は主催者ホームページ等へ掲載します。
・大会出場中の映像・写真・記事・記録等の新聞・雑誌・インターネット等
への掲載権は主催者に属します。

申込規約 ※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。
１.自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。
また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
2.地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等による開催縮小・中止の通知方法等についてはその都度
主催者が判断し、決定します。
3．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。
4.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。
5.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。
6.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。
7.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。
8.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。
9.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、主催者の決定に
従います。また、主催者が虚偽申告・代理出走者に対する救護・返金等一切の責任を負わない
ことを了承します。
10.大会の映像・写真・記事・記録等において氏名・年齢・性別・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。
11.大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。
12.上記の申込規約の他、主催者が定める大会要項に則ります。
(齟齬がある場合は大会要項を優先します。）

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。

お知らせ

ランニング講習会

開催！

〔対 象〕ファミリーペア・小学生・初心者ランナー
正しい歩き方、走り方、ストレッチなどの基本を学ぼう！
色々な練習方法を体験し、自分の走力を知ろう！
大会参加者同士交流し、楽しさを感じて大会に挑もう！
内容
回数
日程
場所
基本フォームとストレッチ
第１回
9/7(土)
１ｋｍタイムトライアル
第２回 ペースを意識して走る

9/14(土)

第３回 ストライドの大きな走りに変える

9/21(土)

第４回 スピード練習で心拍数を上げる

10/5(土)

第５回
日

長い距離を走り、持久力を高める
当日のペースを意識する

時 ９月～１０月までの土・日曜日
対 象
ファミリーペア
小学生・初心者

多目的
運動広場

10/13(日)

全５回
開催時間
9：15～10：45
11：15～12：45

参加費 ファミリーペアは２人で１回４００円・１人１回２００円
※雨天の場合は中止
対象と定員
市内在住・通勤・通学者及びマラソン大会申込者
☆ファミリーペア（小１～小３と保護者各１人）２０組
４０名
☆小学生（小４～小６）と初心者ランナー（一般）
３０名
講

師 城楽 真紀
じょうらく まき
順天堂大学体育学部卒（中学・高校・大学 陸上競技）
日本陸上競技連盟公認 ジュニアコーチ
健康運動指導士、日本体育協会ジュニアスポーツ指導員
中学・高等学校教諭１種（保健体育）

申込み・お問い合わせ先
住所・氏名・（保護者名）・連絡先（携帯番号）を記載の上
大会事務局までＦＡＸまたはメールでお申込みください。

