柴田さくらマラソン大会要項
大会の特徴
１．自然豊かな田園風景を満喫できるのどかなコース
柴田町には美しい自然がいっぱいです。細かいアップダウ
ンと町内をぐるりと周るコースは春先の足慣らしに最適です。
２．柴田町といえば『さくら』
柴田町の桜は「日本の桜の名所１００撰」に選ばれてお
ります。全国に誇る桜満開の中、大会を実施します。
船岡駅からは徒歩となりますが、会場までは一目千本桜
並木を歩くお花見コースとなります。
３．土曜日開催です
翌日も休日なら、一緒に参加する仲間や家族とゆっくり
温泉に… 身も心もリフレッシュ！
４．託児所があります （要予約）
子ども連れのランナーにも安心して走っていただけるよ
う託児所を設置しています。

大会要項
時：2018年 ４月２１日（土）
開会式 午前８時３０分（競技開始 午前９時３０分～）
表彰式 競技終了後随時
閉会式 正午（予定）
会
場：柴田町東船迫白石川左岸河川敷
（柴田町大字船迫字外余川）
参加資格：小学生以上の健康で完走可能な方で、留意事項や申
込み規約に同意した方。
選手受付：事前にゼッケン・ランナーズチップを全員に発送し
ます。4月初旬発送予定。大会当日の1週間前までに
未着の場合事務局にご連絡ください。大会当日の受
付は不要です。
参加賞引換：午前７時～正午
申込方法：RUNTESまたは振替用紙にてお申込みください。
競
技：①陸上競技規則に準じるほか、大会要項により実施
します。
②ランナーは主催者が指示するコース、左側走行と
します。
③制限時間：ハーフ ２時間３０分以内
５Km ５０分以内
３Km、２Km、親子ペア ３０分以内
・ハーフ関門制限：１３.2km地点/１時間３３分
１６.4km地点/１時間５６分
１８.1km地点/２時間０８分
④関門閉鎖後に競技を続けることはできません。
⑤関門閉鎖時刻に関わらず、最後尾ランナーに後続す
る交通規制解除車が通過した時点で失格となります。
交通規制解除車の後は、走ることはできません。
⑥競技中は競技役員の指示に従ってください。
⑦レース走行中、緊急車両の通行を優先させますの
でご協力ください。
表
彰：各部門ごと1位～3位まで賞状及び副賞、4位～6位
まで賞状を授与します。

種目と参加費：
種

目

種目
番号

参

加

区

分

スタート
参加費
予定時刻

３Km

１７

一般女子２９歳以下
一般女子３０〜４９歳
一般女子５０〜５９歳
一般女子６０歳以上
一般男子２９歳以下
一般男子３０〜４９歳
一般男子５０〜５９歳
一般男子６０歳以上
高校生女子
一般女子２９歳以下
一般女子３０〜４９歳
一般女子５０〜５９歳
一般女子６０歳以上
高校生男子
一般男子２９歳以下
一般男子３０〜４９歳
一般男子５０〜５９歳
一般男子６０歳以上
中学生女子

定員
２００名

１８

中学生男子

１９
２０
２１
２２
２３
２４

小学4年生女子
小学5年生女子
小学6年生女子
小学4年生男子
小学5年生男子
小学6年生男子

9:33

２５

親子ペア

9:36

ハーフ
定員
２,０００名

１
２
３
４
５
６
７
８
９

５Km

１０
１１
１２

定員
５００名

１３

日

１４
１５
１６

２Km
定員
２００名

２Km
定員１５０組

9:30

3,500円

10:00 3,000円

10:01 1,000円

1,000円

１組
3,500円

参 加 賞：Tシャツまたはスポーツタオルのどちらかを申込時
に選択してください。
１）Tシャツ
サイズ
SS
S
M
L
XL
身 長 157～163 162～168 167～173 172～178 177～183
胸 囲 81～87 85～91 89～95 93～99 97～103
胴 囲 67～73 71～77 75～81 79～85 83～89
※ サイズは目安となります
２）スポーツタオル
サイズ：400mm×1,100ｍｍ
留意事項・申込み規約（内容をよく確認しお申込みください）
①参加者はあらかじめ医師の健康診断を受けるほか
各自の責任で健康管理し競技に臨んでください。
②傷害保険については主催者側で加入しますが、その
補償範囲でのみ事故・疾病に対応します。万一の事
故に備え保険証（または写し）を必ず持参ください。

③競技中、救護担当・競技役員などが続行に支障が
あると判断された方は指示に従ってください。
④記録集計にはランナーズチップを使用します。
ゴール後ランナーズチップを回収しますのでご協
力ください。紛失した場合は実費負担（500円）
になります。
⑤ゼッケン、ランナーズチップを忘れた方は、再発
行手数料（2,000円）を申し受けます。
⑥車椅子での参加はできません。
⑦伴走ランナーとともに出場される視覚障害をお持
ちのランナーは、事前に事務局まで申し出てくだ
さい。
⑧複数種目へのエントリー・参加はできません。
⑨参加申し込み後の種目変更はできません。また、
出場をキャンセルされた場合いかなる理由でも返
金はいたしません。
⑩不正な申告（年齢・性別）や本人以外の出場は認
めません。
⑪中学生以下の参加者は保護者の署名捺印が必要です。
⑫手荷物は所定の場所でお預かりします。（貴重品
は預かりません）
⑬預かり場所以外での所持品の紛失や事故には一切
の責任を負いません。
⑭大会の映像、写真、記録などテレビ、新聞、イン
ターネットなどへの掲載権は主催者になります。
⑮自然災害などで大会が中止になる場合は、大会
ホームページ、フェイスブックでお知らせします。
なお、参加費の返金はいたしません。
⑯当日不参加の場合、参加賞の発送はしません。
⑰託児所をご利用の方は事前の予約が必要です。
・お預かりできるお子様は、２歳〜小学校3年生までとな
ります。
・保険料、おやつ代として2００円を当日いただきます。
・食物アレルギーのあるお子様はおやつをご持参ください。
・当日体調を崩されたお子様は、お預かりできません。
・ご利用時間は、マラソン受付後より保護者様の参加する
レース終了から３０分までとなります。
・緊急連絡先と、必要な場合はおむつを必ずお持ちくださ
い。（氏名を書いた袋などに入れてお持ちください）

個人情報：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遵守します。
個人情報は、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、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。
誓約項目：申込みに際して下記項目に同意の上お申込みください。

私は、本大会に参加するにあたり留意事項を遵守
し、大会役員の指示に従い、いかなる事故につい
ても一切私の責任において処理し、主催者側には
迷惑をかけないことを誓約します。

お申込み期間
２０１７年１２月１日〜２０１８年２月２８日
定員になり次第締め切ります。

お申込み方法
RUNTES （インターネット・携帯サイトをご利用の場合）
パソコンの方は下記のURLから、携帯
電話の方はQRコードからアクセスし、
大会エントリーページに従いお申込み
ください。
お申込みアドレス http://runnet.jp
・エントリー手数料は参加者の負担になります。
振 替 用 紙 （ゆうちょ銀行・郵便局窓口をご利用の場合）
郵便振替の方は別添の払込取扱票に必要事項をご記入の上、
参加料を添えてお申込みください。（コピーは使用不可）
払込受領証は、大会まで保存されることをお勧めします。
・払込手数料は参加者の負担になります。
このパンフレットを請求の際は、切手代をご負担ください。
（２部以下８２円、３～４部９２円）

交通のご案内
東北自動車道ご利用
白石インター・・・・・船岡・・・・・村田インター
約２０分
約１５分

国道４号線ご利用

種目・定員

白石・・・・・船岡・・・・・槻木・・・・・仙台
約３０分
約１０分
約４０分

ハーフ … 2,000名
５Km …
500名

JR東北本線ご利用
白石・・・・・船岡・・・・・槻木・・・・・仙台
約2０分
約５分
約３０分

申込締切り
インターネット … … ２０１８年 ２月２８日
郵 便 振 替 … … ２０１８年 ２月２１日

阿武隈急行ご利用
福島・・・・・・・・・・・・槻木
約７５分

主 催：柴田さくらマラソン実行委員会

・船岡駅から会場まで徒歩２０分
・槻木駅（西口）からシャトルバス運行（会場まで15分）

駐車場について
駐車場は事前にお知らせします。（ゼッケン等と共に発送）

開催に関するお問い合わせ先
柴田さくらマラソン実行委員会

柴田町内宿泊施設のご案内
ホテル原田 in さくら
TEL. 0224-58-2525
ホテルひさご
TEL. 0224-57-1616
一太郎（ビジネスホテル）
TEL. 0224-54-1234
高富旅館
TEL. 0224-54-1112
宿泊に関するお問合わせは、各施設に直接お電話ください。

３Km … 200名
２Km … 200名
親子ペア… 150組

〒989-1621 宮城県柴田郡柴田町本船迫字上町３−６
事務局電話 070-1146-7175（受付時間 9:00〜18:00）
（番号非通知の方には対応できません）
ホームページ
http://www.shibata-sakura-marathon.jp
メールアドレス sbt.skr.mrtn@gmail.com

共

催：柴田町

後

援：柴田町議会・柴田町教育委員会・柴田町商工会・柴田
町内工場等連絡協議会・柴田町体育協会・柴田町陸上
競技協会・(公社)宮城県隊友会柴田支部・河北新報
社・朝日新聞仙台総局・読売新聞東北総局・産経新聞
社東北総局・毎日新聞仙台支局・NHK仙台放送局・
KHB東日本放送・ミヤギテレビ・TBC東北放送・仙
台放送・エフエム仙台

協 力：仙台大学・陸上自衛隊船岡駐屯地・大河原警察署

桜の名所

一目千本桜

宮城県柴田町

