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距離 種　目　名 スタート時刻 参加料種目
番号

第６回 いしのまき復興マラソン
開　催　要　項

日　　程　  2020年6月27日（土）
　　　　　 ウォーキング・ノルディックウォーキングの部
　　　　　　　　 石ノ森萬画館スタート・石巻市かわまち交流センターかわべいゴール

8：30　受　付
9：30　開始式
10：00　スタート
12：30　競技終了

　　　　　 2020年6月28日（日）
　　　　　 マラソンの部
　　　　　　　　 セイホクパーク石巻（石巻市総合運動公園）スタート・ゴール

7：00　受　付
9：00　開始式
9：45　ハーフの部スタート
10：00　10ｋｍの部スタート
10：10　５ｋｍの部スタート
10：15　３ｋｍの部スタート
10：18　２ｋｍ（ファミリー）の部スタート
10：20　２ｋｍ（小学生）の部スタート
12：30　競技終了

競技規則　 公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則
　　　　　　および本大会規程による。
会　　場　　マラソンの部
　　　　　　 セイホクパーク石巻（石巻市総合運動公園）
　　　　　　　石巻市南境字新小堤18番地
　　　　　　　　☎0225－22－9111
　　　　　　 ウォーキング・ノルディックウォーキングの部
　　　　　　 石ノ森萬画館　　石巻市中瀬２－７

定員、制限時間
　　ハーフの部　 １,５００人２時間４５分
　　10 km の部　 １,０００人１時間４０分
　　５km の部
　　３km の部　 １,０００人
　　２km の部
　　ウォーキング（ノルディックウォーキング含む）の部　500人
参加定員　　４，０００名
参加資格
　１）ハーフマラソン／大会当日に高校生以上の男女。
　　　２時間45分以内で（21．0975㎞）を完走できる健康な方。
　２）10㎞／大会当日に高校生以上の男女。
　　　１時間40分以内で、10㎞を完走できる健康な方。
　３）２㎞・３㎞・５㎞／完走できる健康な方。
参加申込方法
　１）インターネット（PC・スマートフォン・携帯電
　　　話）別途手数料がかかります。

　２） 電話（スポーツエントリー）別途手数料かかります。
　　　TEL：0570－０３９－846［平日／10：00～17：30］
　３） Famiポート（ファミリーマート店内）別途手数料が
　　　かかります。
　４） 専用振込用紙（最寄りのゆうちょ銀行・郵便局窓口）
　　　郵便振込の場合、窓口では申込手数料が203円
　　　かかります。
　　　また、ＡＴＭでは申込手数料152円がかかります。
参加申込期間
　令和2年３月2日（月）～４月21日（火）当日消印有効
　◎ご入金後の返金はできませんのでご注意ください。
　◎参加の申込及び参加料（現金）の取り扱いは、事
　　務局（石巻市総合運動公園）では行いません。
　◎参加申込に関する注意事項
　　①申込手続き後の記載内容の変更、修正、キャン
　　　セルはできません。
　　②事務局へのお電話による申込応募状況のお問い
　　　合わせ、照会等はできませんので、ご了承くだ
　　　さい。
　　③郵便事情、インターネット回線の不具合などに
　　　よる申込の遅れについて、主催者は一切の責任を
　　　負いません。
　　④インターネット申込の場合、ご利用の端末機、
　　　ＯＳ、ブラウザソフトによっては、申込ができない
　　　場合がございますので、ご注意ください。
表　　彰　　完走者全員に記録証を当日配布します。
　　　　　　１位にトロフィー、１位から３位までに
　　　　　　メダル、１位から６位までに賞状を授与
　　　　　　します。
　　　　　◎ウォーキング・ノルディックウォーキングの
　　　　　　部については、別途参加賞を授与します。
　　　　　　表彰はありません。

１）主催者の責めによらない中止（地震、風水害、事件、
　　事故等）や自己都合による欠席の場合は、参加料
　　の返金は一切行いません。

２）大会参加に関しては十分にトレーニングし、事
　　前に健康診断を受診するなど体調には万全の配
　　慮をした上で参加してください。
３）ナンバーカードは、出走時に体の胸の位置に付属
　　の安全ピンで装着してください。
　※緊急時に必要になる為ナンバーカードの表面に
　　必要事項を必ず記載してから出走してください。
４）参加者全員に参加記念品を差し上げます。
　　（当日配布いたします。ナンバーカードにて確認
　　しますので、必ずご持参ください。）
　　◎ウォーキング参加者は、別途参加賞があります。
５）競技中の事故については、損害保険の範囲以内で
　　主催者が対処します。参加者は万一の事故に備え、
　　保険証（または写）を必ず持参ください。
６）ハーフマラソンのコースに関門を設置し、閉鎖の
　　時刻を次のように定めます。
　　◎12. 00㎞付近　　11：25
　　◎19. 00㎞付近　　12：20
　※関門以外においても著しく遅れた場合は、競技を
　　中止させていただきます。
　※関門閉鎖時刻に関わらず、最後尾のランナーに後
　　続する交通規制車が通過した時点で競技は中止と
　　なります。交通規制車の後は、いかなるランナー
　　も走ることはできません。
　※関門閉鎖後に競技を続けることはできません。閉
　　鎖時刻後にコース上に残っているランナーは、役
　　員の指示に従い速やかにナンバーカードを外し、
　　歩道に上がり、次の関門地点にて選手収容バスに
　　乗車してください。収容バスに乗車後、「計測
　　チップ」を外してください。
　※５㎞・10㎞・ハーフマラソンコースに、給水所と
　　トイレを次のように設置します。
　　①1. 5㎞付近……給水・トイレ（ガソリンスタンド）
　　②4㎞付近………給水・トイレ（八津会館）
　　③5. 5㎞付近……給水・トイレ（大瓜入生活センター）
　　④7㎞付近………給水・トイレ（小西）
　　⑤9. 5㎞付近……給水・トイレ（ハーフ第一折返し）
　　⑥14㎞付近……給水・トイレ（小西）
　　⑦15. 5㎞付近…給水・トイレ（大瓜入生活センター）
　　⑧17㎞付近……給水・トイレ（八津会館）
　　⑨19㎞付近……給水・トイレ（棚橋会館）
７）選手の荷物は、7：00から、主催者が荷物預かり
　　所として指定した場所にお預けください。
　　荷物預かり所を使用する際は、ナンバーカードセット
　　に同封している荷札を荷物につけてください。
　　荷物預かり所の出口では、荷物の間違いがないよう
　　ナンバーカードと荷札の番号を照合させていただきます。
　　貴重品を含め、荷物の盗難、紛失につきまして、主
　　催者は一切責任を負いませんのでご了承ください。
８）選手の更衣室については、会場内に設けておりま
　　すが、混雑が予想されますので、できるだけレー
　　スに参加できる服装でご来場ください。
９）駐車場については、会場周辺に1,000台程度設け
　　ております。

　　駐車場ご希望の方は、申込時に駐車許可証発行手
　　数料として500円お支払ください。ナンバーカード
　　等送付時に、駐車許可証及び案内図を同封いたし
　　ますので、指定の駐車場をご利用ください。（先
　　着申込順になります）当日の駐車場申込はいたし
　　ません。必ず事前にお申込ください。台数に限り
　　があり混雑が予想されますので、公共の交通機関
　　等をご利用のうえ、ご来場ください。なお、石巻
　　駅から大会会場まで無料シャトルバスを運行いた
　　します。公共交通機関、道路事情等による遅刻に
　　ついて、主催者は一切責任を負いません。
10）前日に大会ゲストランナーの「谷川真理さん」を
　　講師にお迎えして、大会エントリー者対象のラン
　　ニングクリニックを行います。参加ご希望の方は
　　大会申込と同時にお申込ください。
11）ウォーキングの部にお申込の方はウォーキングま
　　たはノルディックウォーキングのどちらかを選択
　　してください。
12）全記録一覧は、大会ホームページに掲載します。
13）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・パンフレット等に使用さ
　　れる場合があります。ご承諾の上お申込ください。
　　また、その掲載権・使用権は主催者に属します。
14）上記の他、大会に関する事項については大会主催
　　者の指示に従ってください。
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、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の提供、
　　記者発表（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。
　 ●参加賞のＴシャツサイズ（Jrフリー（150）、Ｓ・
　　Ｍ・Ｌ・XL）を記入してください。ファミリーの
　　Ｔシャツは２枚となります。

 〒986-0031  宮城県石巻市南境字新小堤18番地
　　　　　　セイホクパーク石巻
　　　　　　（石巻市総合運動公園管理事務所内）
　　　　　　 いしのまき復興マラソン事務局
　　　　　　 ☎0225－22－9111（平日 9：00 ～ 17：00）
　　　　　　 FAX 0225－22－9112
　　　　　　 E-mail:jimukyoku@ishinomaki-sports.or.jp

 いしのまき復興マラソン大会エントリーセンター
　 〒101-0051 東京都千代田区神保町3－12－3
　　　　　　　　　　　　　　　神保町スリービル3F
  　TEL：03-6808-0058（平日10：30～16：00）
　※パンフレットをご希望の方は、切手を貼った返信
　　用封筒（宛先明記・部数のメモ同封）を上記宛に
　　お送りください。（切手料金は1部 84円、2～ 3部
　　94 円、4～ 5部 140 円　）
　　URL http://www.i-sam.co.jp/ishinomaki
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種　目　名 スタート時刻 参加料種目
番号

高校・一般39歳
以下の男子

40歳代男子

50歳代男子

60歳以上男子
高校・一般39歳
以下の女子

40歳代女子

50歳代女子

60歳以上女子
高校・一般39歳
以下の男子

40歳代男子

50歳代男子

60歳以上男子
高校・一般39歳
以下の女子

40歳代女子

50歳代女子

60歳以上女子

高校・一般49歳
以下の男子
高校・一般49歳
以下の女子

50歳以上男子

50歳以上女子

中学生男子

中学生女子
ファミリーA親子・
子どもは小学生1～3年
ファミリーB親子・
子どもは小学生4～6年

小学生１～３年男子

小学生１～３年女子

小学生４～６年男子

小学生４～６年女子

ウォーキング・
ノルディックウォーキングの部
（年齢制限なし）

１０㎞

５㎞

３㎞

２㎞
（ファミリー）

２㎞
（小学生）

ウォーキング
・

ノルディック
ウォーキング

６月28日（日）
ＡＭ 9：45

５，０００円
駐車場
利用の
場合　
＋５００円

３，５００円
駐車場
利用の
場合　
＋５００円

６月28日（日）
AM 10：10

６月28日（日）
AM 10：20

６月28日（日）
AM 10：18

６月27日（土）
AM 10：00

６月28日（日）
AM 10：15

３，５００円
駐車場
利用の
場合　
＋５００円

2，０００円
駐車場
利用の
場合　
＋５００円

2，０００円
駐車場利用の
場合＋５００円

４，５００円
駐車場利用の
場合＋５００円

1，０００円

６月28日（日）
AM 10：00

RUNNET　
http://runnet.jp

ローソンDO! SPORTS
http://lawson-ds.jp

スポーツエントリー
http://www.sportsentry.ne.jp



日　　程　  2020年6月27日（土）
　　　　　 ウォーキング・ノルディックウォーキングの部
　　　　　　　　 石ノ森萬画館スタート・石巻市かわまち交流センターかわべいゴール

8：30　受　付
9：30　開始式
10：00　スタート
12：30　競技終了

　　　　　 2020年6月28日（日）
　　　　　 マラソンの部
　　　　　　　　 セイホクパーク石巻（石巻市総合運動公園）スタート・ゴール

7：00　受　付
9：00　開始式
9：45　ハーフの部スタート
10：00　10ｋｍの部スタート
10：10　５ｋｍの部スタート
10：15　３ｋｍの部スタート
10：18　２ｋｍ（ファミリー）の部スタート
10：20　２ｋｍ（小学生）の部スタート
12：30　競技終了

競技規則　 公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則
　　　　　　および本大会規程による。
会　　場　　マラソンの部
　　　　　　 セイホクパーク石巻（石巻市総合運動公園）
　　　　　　　石巻市南境字新小堤18番地
　　　　　　　　☎0225－22－9111
　　　　　　 ウォーキング・ノルディックウォーキングの部
　　　　　　 石ノ森萬画館　　石巻市中瀬２－７

定員、制限時間
　　ハーフの部　 １,５００人２時間４５分
　　10 km の部　 １,０００人１時間４０分
　　５km の部
　　３km の部　 １,０００人
　　２km の部
　　ウォーキング（ノルディックウォーキング含む）の部　500人
参加定員　　４，０００名
参加資格
　１）ハーフマラソン／大会当日に高校生以上の男女。
　　　２時間45分以内で（21．0975㎞）を完走できる健康な方。
　２）10㎞／大会当日に高校生以上の男女。
　　　１時間40分以内で、10㎞を完走できる健康な方。
　３）２㎞・３㎞・５㎞／完走できる健康な方。
参加申込方法
　１）インターネット（PC・スマートフォン・携帯電
　　　話）別途手数料がかかります。

　２） 電話（スポーツエントリー）別途手数料かかります。
　　　TEL：0570－０３９－846［平日／10：00～17：30］
　３） Famiポート（ファミリーマート店内）別途手数料が
　　　かかります。
　４） 専用振込用紙（最寄りのゆうちょ銀行・郵便局窓口）
　　　郵便振込の場合、窓口では申込手数料が203円
　　　かかります。
　　　また、ＡＴＭでは申込手数料152円がかかります。
参加申込期間
　令和2年３月2日（月）～４月21日（火）当日消印有効
　◎ご入金後の返金はできませんのでご注意ください。
　◎参加の申込及び参加料（現金）の取り扱いは、事
　　務局（石巻市総合運動公園）では行いません。
　◎参加申込に関する注意事項
　　①申込手続き後の記載内容の変更、修正、キャン
　　　セルはできません。
　　②事務局へのお電話による申込応募状況のお問い
　　　合わせ、照会等はできませんので、ご了承くだ
　　　さい。
　　③郵便事情、インターネット回線の不具合などに
　　　よる申込の遅れについて、主催者は一切の責任を
　　　負いません。
　　④インターネット申込の場合、ご利用の端末機、
　　　ＯＳ、ブラウザソフトによっては、申込ができない
　　　場合がございますので、ご注意ください。
表　　彰　　完走者全員に記録証を当日配布します。
　　　　　　１位にトロフィー、１位から３位までに
　　　　　　メダル、１位から６位までに賞状を授与
　　　　　　します。
　　　　　◎ウォーキング・ノルディックウォーキングの
　　　　　　部については、別途参加賞を授与します。
　　　　　　表彰はありません。

１）主催者の責めによらない中止（地震、風水害、事件、
　　事故等）や自己都合による欠席の場合は、参加料
　　の返金は一切行いません。

２）大会参加に関しては十分にトレーニングし、事
　　前に健康診断を受診するなど体調には万全の配
　　慮をした上で参加してください。
３）ナンバーカードは、出走時に体の胸の位置に付属
　　の安全ピンで装着してください。
　※緊急時に必要になる為ナンバーカードの表面に
　　必要事項を必ず記載してから出走してください。
４）参加者全員に参加記念品を差し上げます。
　　（当日配布いたします。ナンバーカードにて確認
　　しますので、必ずご持参ください。）
　　◎ウォーキング参加者は、別途参加賞があります。
５）競技中の事故については、損害保険の範囲以内で
　　主催者が対処します。参加者は万一の事故に備え、
　　保険証（または写）を必ず持参ください。
６）ハーフマラソンのコースに関門を設置し、閉鎖の
　　時刻を次のように定めます。
　　◎12. 00㎞付近　　11：25
　　◎19. 00㎞付近　　12：20
　※関門以外においても著しく遅れた場合は、競技を
　　中止させていただきます。
　※関門閉鎖時刻に関わらず、最後尾のランナーに後
　　続する交通規制車が通過した時点で競技は中止と
　　なります。交通規制車の後は、いかなるランナー
　　も走ることはできません。
　※関門閉鎖後に競技を続けることはできません。閉
　　鎖時刻後にコース上に残っているランナーは、役
　　員の指示に従い速やかにナンバーカードを外し、
　　歩道に上がり、次の関門地点にて選手収容バスに
　　乗車してください。収容バスに乗車後、「計測
　　チップ」を外してください。
　※５㎞・10㎞・ハーフマラソンコースに、給水所と
　　トイレを次のように設置します。
　　①1. 5㎞付近……給水・トイレ（ガソリンスタンド）
　　②4㎞付近………給水・トイレ（八津会館）
　　③5. 5㎞付近……給水・トイレ（大瓜入生活センター）
　　④7㎞付近………給水・トイレ（小西）
　　⑤9. 5㎞付近……給水・トイレ（ハーフ第一折返し）
　　⑥14㎞付近……給水・トイレ（小西）
　　⑦15. 5㎞付近…給水・トイレ（大瓜入生活センター）
　　⑧17㎞付近……給水・トイレ（八津会館）
　　⑨19㎞付近……給水・トイレ（棚橋会館）
７）選手の荷物は、7：00から、主催者が荷物預かり
　　所として指定した場所にお預けください。
　　荷物預かり所を使用する際は、ナンバーカードセット
　　に同封している荷札を荷物につけてください。
　　荷物預かり所の出口では、荷物の間違いがないよう
　　ナンバーカードと荷札の番号を照合させていただきます。
　　貴重品を含め、荷物の盗難、紛失につきまして、主
　　催者は一切責任を負いませんのでご了承ください。
８）選手の更衣室については、会場内に設けておりま
　　すが、混雑が予想されますので、できるだけレー
　　スに参加できる服装でご来場ください。
９）駐車場については、会場周辺に1,000台程度設け
　　ております。

　　駐車場ご希望の方は、申込時に駐車許可証発行手
　　数料として500円お支払ください。ナンバーカード
　　等送付時に、駐車許可証及び案内図を同封いたし
　　ますので、指定の駐車場をご利用ください。（先
　　着申込順になります）当日の駐車場申込はいたし
　　ません。必ず事前にお申込ください。台数に限り
　　があり混雑が予想されますので、公共の交通機関
　　等をご利用のうえ、ご来場ください。なお、石巻
　　駅から大会会場まで無料シャトルバスを運行いた
　　します。公共交通機関、道路事情等による遅刻に
　　ついて、主催者は一切責任を負いません。
10）前日に大会ゲストランナーの「谷川真理さん」を
　　講師にお迎えして、大会エントリー者対象のラン
　　ニングクリニックを行います。参加ご希望の方は
　　大会申込と同時にお申込ください。
11）ウォーキングの部にお申込の方はウォーキングま
　　たはノルディックウォーキングのどちらかを選択
　　してください。
12）全記録一覧は、大会ホームページに掲載します。
13）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・パンフレット等に使用さ
　　れる場合があります。ご承諾の上お申込ください。
　　また、その掲載権・使用権は主催者に属します。
14）上記の他、大会に関する事項については大会主催
　　者の指示に従ってください。
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、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の提供、
　　記者発表（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。
　 ●参加賞のＴシャツサイズ（Jrフリー（150）、Ｓ・
　　Ｍ・Ｌ・XL）を記入してください。ファミリーの
　　Ｔシャツは２枚となります。

 〒986-0031  宮城県石巻市南境字新小堤18番地
　　　　　　セイホクパーク石巻
　　　　　　（石巻市総合運動公園管理事務所内）
　　　　　　 いしのまき復興マラソン事務局
　　　　　　 ☎0225－22－9111（平日 9：00 ～ 17：00）
　　　　　　 FAX 0225－22－9112
　　　　　　 E-mail:jimukyoku@ishinomaki-sports.or.jp

 いしのまき復興マラソン大会エントリーセンター
　 〒101-0051 東京都千代田区神保町3－12－3
　　　　　　　　　　　　　　　神保町スリービル3F
  　TEL：03-6808-0058（平日10：30～16：00）
　※パンフレットをご希望の方は、切手を貼った返信
　　用封筒（宛先明記・部数のメモ同封）を上記宛に
　　お送りください。（切手料金は1部 84円、2～ 3部
　　94 円、4～ 5部 140 円　）
　　URL http://www.i-sam.co.jp/ishinomaki

そ　　　の　　　他

※申込受理後、大会１週間前までにナンバーカード、
　参加案内を送付いたしますので、必ず持参して大会に
　参加してください。（大会当日の受付は行いません。）
※申込後住所が変更になった場合は、ナンバーカード
　等が届かないため、至急エントリーセンターまでご連
　絡ください。
※記録の計測は、靴紐装着タイプの計測チップを利用
　します。出走前には必ず「ランニングシューズに装着」
　してスタート地点にお越しください。靴以外の場
　所（手首、胸、ポケット）では計測できません。また、
　計測チップは、ゴールするまで取り外さないでください。
　ゴール後係員が回収いたします。万が一出走を取り
　やめる方は、大会事務局にご返却ください。計測チッ
　プはレンタル物となっており、未返却になりますと
　実費のご負担となりますので、ご注意ください。



日　　程　  2020年6月27日（土）
　　　　　 ウォーキング・ノルディックウォーキングの部
　　　　　　　　 石ノ森萬画館スタート・石巻市かわまち交流センターかわべいゴール

8：30　受　付
9：30　開始式
10：00　スタート
12：30　競技終了

　　　　　 2020年6月28日（日）
　　　　　 マラソンの部
　　　　　　　　 セイホクパーク石巻（石巻市総合運動公園）スタート・ゴール

7：00　受　付
9：00　開始式
9：45　ハーフの部スタート
10：00　10ｋｍの部スタート
10：10　５ｋｍの部スタート
10：15　３ｋｍの部スタート
10：18　２ｋｍ（ファミリー）の部スタート
10：20　２ｋｍ（小学生）の部スタート
12：30　競技終了

競技規則　 公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則
　　　　　　および本大会規程による。
会　　場　　マラソンの部
　　　　　　 セイホクパーク石巻（石巻市総合運動公園）
　　　　　　　石巻市南境字新小堤18番地
　　　　　　　　☎0225－22－9111
　　　　　　 ウォーキング・ノルディックウォーキングの部
　　　　　　 石ノ森萬画館　　石巻市中瀬２－７

定員、制限時間
　　ハーフの部　 １,５００人２時間４５分
　　10 km の部　 １,０００人１時間４０分
　　５km の部
　　３km の部　 １,０００人
　　２km の部
　　ウォーキング（ノルディックウォーキング含む）の部　500人
参加定員　　４，０００名
参加資格
　１）ハーフマラソン／大会当日に高校生以上の男女。
　　　２時間45分以内で（21．0975㎞）を完走できる健康な方。
　２）10㎞／大会当日に高校生以上の男女。
　　　１時間40分以内で、10㎞を完走できる健康な方。
　３）２㎞・３㎞・５㎞／完走できる健康な方。
参加申込方法
　１）インターネット（PC・スマートフォン・携帯電
　　　話）別途手数料がかかります。

　２） 電話（スポーツエントリー）別途手数料かかります。
　　　TEL：0570－０３９－846［平日／10：00～17：30］
　３） Famiポート（ファミリーマート店内）別途手数料が
　　　かかります。
　４） 専用振込用紙（最寄りのゆうちょ銀行・郵便局窓口）
　　　郵便振込の場合、窓口では申込手数料が203円
　　　かかります。
　　　また、ＡＴＭでは申込手数料152円がかかります。
参加申込期間
　令和2年３月2日（月）～４月21日（火）当日消印有効
　◎ご入金後の返金はできませんのでご注意ください。
　◎参加の申込及び参加料（現金）の取り扱いは、事
　　務局（石巻市総合運動公園）では行いません。
　◎参加申込に関する注意事項
　　①申込手続き後の記載内容の変更、修正、キャン
　　　セルはできません。
　　②事務局へのお電話による申込応募状況のお問い
　　　合わせ、照会等はできませんので、ご了承くだ
　　　さい。
　　③郵便事情、インターネット回線の不具合などに
　　　よる申込の遅れについて、主催者は一切の責任を
　　　負いません。
　　④インターネット申込の場合、ご利用の端末機、
　　　ＯＳ、ブラウザソフトによっては、申込ができない
　　　場合がございますので、ご注意ください。
表　　彰　　完走者全員に記録証を当日配布します。
　　　　　　１位にトロフィー、１位から３位までに
　　　　　　メダル、１位から６位までに賞状を授与
　　　　　　します。
　　　　　◎ウォーキング・ノルディックウォーキングの
　　　　　　部については、別途参加賞を授与します。
　　　　　　表彰はありません。

１）主催者の責めによらない中止（地震、風水害、事件、
　　事故等）や自己都合による欠席の場合は、参加料
　　の返金は一切行いません。

２）大会参加に関しては十分にトレーニングし、事
　　前に健康診断を受診するなど体調には万全の配
　　慮をした上で参加してください。
３）ナンバーカードは、出走時に体の胸の位置に付属
　　の安全ピンで装着してください。
　※緊急時に必要になる為ナンバーカードの表面に
　　必要事項を必ず記載してから出走してください。
４）参加者全員に参加記念品を差し上げます。
　　（当日配布いたします。ナンバーカードにて確認
　　しますので、必ずご持参ください。）
　　◎ウォーキング参加者は、別途参加賞があります。
５）競技中の事故については、損害保険の範囲以内で
　　主催者が対処します。参加者は万一の事故に備え、
　　保険証（または写）を必ず持参ください。
６）ハーフマラソンのコースに関門を設置し、閉鎖の
　　時刻を次のように定めます。
　　◎12. 00㎞付近　　11：25
　　◎19. 00㎞付近　　12：20
　※関門以外においても著しく遅れた場合は、競技を
　　中止させていただきます。
　※関門閉鎖時刻に関わらず、最後尾のランナーに後
　　続する交通規制車が通過した時点で競技は中止と
　　なります。交通規制車の後は、いかなるランナー
　　も走ることはできません。
　※関門閉鎖後に競技を続けることはできません。閉
　　鎖時刻後にコース上に残っているランナーは、役
　　員の指示に従い速やかにナンバーカードを外し、
　　歩道に上がり、次の関門地点にて選手収容バスに
　　乗車してください。収容バスに乗車後、「計測
　　チップ」を外してください。
　※５㎞・10㎞・ハーフマラソンコースに、給水所と
　　トイレを次のように設置します。
　　①1. 5㎞付近……給水・トイレ（ガソリンスタンド）
　　②4㎞付近………給水・トイレ（八津会館）
　　③5. 5㎞付近……給水・トイレ（大瓜入生活センター）
　　④7㎞付近………給水・トイレ（小西）
　　⑤9. 5㎞付近……給水・トイレ（ハーフ第一折返し）
　　⑥14㎞付近……給水・トイレ（小西）
　　⑦15. 5㎞付近…給水・トイレ（大瓜入生活センター）
　　⑧17㎞付近……給水・トイレ（八津会館）
　　⑨19㎞付近……給水・トイレ（棚橋会館）
７）選手の荷物は、7：00から、主催者が荷物預かり
　　所として指定した場所にお預けください。
　　荷物預かり所を使用する際は、ナンバーカードセット
　　に同封している荷札を荷物につけてください。
　　荷物預かり所の出口では、荷物の間違いがないよう
　　ナンバーカードと荷札の番号を照合させていただきます。
　　貴重品を含め、荷物の盗難、紛失につきまして、主
　　催者は一切責任を負いませんのでご了承ください。
８）選手の更衣室については、会場内に設けておりま
　　すが、混雑が予想されますので、できるだけレー
　　スに参加できる服装でご来場ください。
９）駐車場については、会場周辺に1,000台程度設け
　　ております。

　　駐車場ご希望の方は、申込時に駐車許可証発行手
　　数料として500円お支払ください。ナンバーカード
　　等送付時に、駐車許可証及び案内図を同封いたし
　　ますので、指定の駐車場をご利用ください。（先
　　着申込順になります）当日の駐車場申込はいたし
　　ません。必ず事前にお申込ください。台数に限り
　　があり混雑が予想されますので、公共の交通機関
　　等をご利用のうえ、ご来場ください。なお、石巻
　　駅から大会会場まで無料シャトルバスを運行いた
　　します。公共交通機関、道路事情等による遅刻に
　　ついて、主催者は一切責任を負いません。
10）前日に大会ゲストランナーの「谷川真理さん」を
　　講師にお迎えして、大会エントリー者対象のラン
　　ニングクリニックを行います。参加ご希望の方は
　　大会申込と同時にお申込ください。
11）ウォーキングの部にお申込の方はウォーキングま
　　たはノルディックウォーキングのどちらかを選択
　　してください。
12）全記録一覧は、大会ホームページに掲載します。
13）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・パンフレット等に使用さ
　　れる場合があります。ご承諾の上お申込ください。
　　また、その掲載権・使用権は主催者に属します。
14）上記の他、大会に関する事項については大会主催
　　者の指示に従ってください。
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、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の提供、
　　記者発表（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。
　 ●参加賞のＴシャツサイズ（Jrフリー（150）、Ｓ・
　　Ｍ・Ｌ・XL）を記入してください。ファミリーの
　　Ｔシャツは２枚となります。

 〒986-0031  宮城県石巻市南境字新小堤18番地
　　　　　　セイホクパーク石巻
　　　　　　（石巻市総合運動公園管理事務所内）
　　　　　　 いしのまき復興マラソン事務局
　　　　　　 ☎0225－22－9111（平日 9：00 ～ 17：00）
　　　　　　 FAX 0225－22－9112
　　　　　　 E-mail:jimukyoku@ishinomaki-sports.or.jp

 いしのまき復興マラソン大会エントリーセンター
　 〒101-0051 東京都千代田区神保町3－12－3
　　　　　　　　　　　　　　　神保町スリービル3F
  　TEL：03-6808-0058（平日10：30～16：00）
　※パンフレットをご希望の方は、切手を貼った返信
　　用封筒（宛先明記・部数のメモ同封）を上記宛に
　　お送りください。（切手料金は1部 84円、2～ 3部
　　94 円、4～ 5部 140 円　）
　　URL http://www.i-sam.co.jp/ishinomaki

大会事務局

パンフレット希望についての問合せ先

裏面の注意事項をお読みください。

（先着順となります事をご了承ください。駐車許可証は後日送付します）

氏名（保護者名）

この受領書は、大切に保管してください。

これより下部には何も記入しないでください。

フリガナ

フリガナ Tシャツサイズ

6月27日㈯谷川真理さん
ランニングクリニック

Tシャツサイズ
（希望サイズに◯印）

Jr（150）・S
M・L・XL

所　属
※7文字以内

自　宅
（携帯含む）

緊急連絡先
（本人以外）

T・S・H （大会当日）

おなまえ
※

様

円

生年月日 平成　　 年　　 月　　 日　　　歳

Jr（150）・S・M・L・XL

年　　　月　　　日　　　歳
（　　）

（　　）

血液型

口　　座　　記　　号　　番　　号 千　百　十　万　千　百　十　円

千　百　十　万　千　百　十　円

都道
府県

性　別

続　柄年

年生番

学　年
（学生のみ）

男・女

参　加
不参加
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＊左項より選択

大会参加にあたり健康管理には十分配慮し、当日万一の事故に
対しても一切自己の責任において処理することを誓約します。

6 月28 日（日）に限り駐車場　希望・希望しない　 （◯を付けて下さい）

〒

いしのまき復興マラソン事務局

いしのまき復興マラソン
事務局

各
票
の※

印
欄
は
、
ご
依
頼
人
に
お
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

ミ
シ
ン
目
に
そ
っ
て
、
き
れ
い
に
切
り
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

加
入
者
名

生
年
月
日

所
属

男
・
女

駐
車
場

氏
名

フ
ァ
ミ
リ
ー
子
供

氏
　
名

住
所

電
話
番
号

加
入
者
名
金
　
額

料
　
金

備
　
考

ご
依
頼
人

口
座
記
号
番
号

誓
約
書

金
額

料
金

備
考

種
目
番
号

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は
、
そ
の
箇
所
に
訂
正
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

（ゆうちょ銀行）（承認番号 東 第 55608 号）
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（ご注意）
 ● この用紙は、機械で処理します
ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本票を汚したり、折り曲げ
たりしないでください。
 ● この用紙は、ゆうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付きATMでも
ご利用いただけます。
 ● この払込書を、ゆうちょ銀行又
は郵便局の渉外員にお預けになる
ときは、引換えに預り証を必ず
お受け取りください。
 ● この用紙による、払込料金は、
ご依頼人様が負担することになり
ます。
 ● ご依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。
 ● この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。

収 入 印 紙

課税相当額以上

貼　　　付

この場所には、何も記載しないでください。

ハーフマラソン第1折返し

2㎞折り返し

10㎞折り返し

5㎞折り返し

3㎞折り返し

19㎞付近
棚橋会館前
給水・WC

19㎞付近
棚橋会館前
給水・WC

４㎞・17㎞付近
八津会館前
給水・WC

４㎞・17㎞付近
八津会館前
給水・WC

7㎞・14㎞付近
小西

給水・WC

7㎞・14㎞付近
小西

給水・WC

9.5㎞付近
給水・WC
9.5㎞付近
給水・WC

（9.7㎞付近）（9.7㎞付近）

（12㎞付近）（12㎞付近）

1.5㎞付近
ガソリンスタンド前
給水・WC

1.5㎞付近
ガソリンスタンド前
給水・WC

ハーフマラソン第2折返し

5.5㎞・15.5㎞付近
大瓜入生活センター前
給水・WC

5.5㎞・15.5㎞付近
大瓜入生活センター前
給水・WC

 

ゴール

スタート

2020.6.28

 

 

往路
復路

9:45スタート
10:00スタート
10:10スタート
10:15スタート
10:18スタート
10:20スタート

ハーフマラソン
10㎞
  ５㎞
  ３㎞
  ２㎞(ﾌｧﾐﾘｰ)
  ２㎞(小学生)

湊中学校

湊小学校

石巻日和大橋

復興公営住宅

内海橋

石巻大橋

石巻バイパス

牧
  山
  ト
  ン
  ネ
  ル

文

旧門脇小学校 文

石巻小学校

石巻警察署

石巻市役所

石巻駅
陸前山

下駅

文 文

北  

上  

川

スタート
石ノ森萬画館

ゴール

石巻市かわまち
交流センター
かわべい

ウォーキング・ノルディックウォーキングコース略図
2020.6.27
10:00スタート
コース距離　約８㎞

いしのまき復興マラソン大会コース図

石ノ森萬画館
（ウォーキング・ノルディックウォーキング スタート）

この地図は、国土地理院の電子地形図25000を使用したものである。

※復興工事の為、コースが変更になることがあります。



受付時間　平日9:00～17:00

詳しくは右記をご確認ください

受付時間　平日10:30～16:00

◎主　　催：石巻市、石巻市教育委員会、株式会社河北新報社、特定非営利活動法人石巻市スポーツ協会、石巻市陸上競技協会
◎共　　催：ミズノ株式会社
◎主　　管：いしのまき復興マラソン実行委員会
◎後　　援：宮城県、宮城県教育委員会、（公財）宮城県スポーツ協会、（一財）宮城陸上競技協会、石巻地区陸上競技連絡協議会、石巻地域体育協会連絡協議会、石巻市スポーツ振興議員連盟、
　　　　　　石巻商工会議所、（一社）石巻観光協会、石巻専修大学、宮城県高等学校体育連盟、石巻地区中学校体育連盟、石巻市小中学校長会、石巻市町内会連合会、稲井地区区長会、
　　　　　　二俣地区区長会、スポーツコミッションせんだい、ＮＨＫ仙台放送局、東北放送㈱、㈱仙台放送、㈱宮城テレビ放送、㈱東日本放送、㈱エフエム仙台、㈱石巻日日新聞社、
　　　　　　三陸河北新報社（石巻かほく）、ラジオ石巻ＦＭ７６．４
◎協力機関：石巻警察署、河北警察署、石巻消防署、石巻市交通安全指導隊、陸上自衛隊多賀城駐屯地第２２即応機動連隊、石巻赤十字病院、宮城県漁業協同組合、ＪＲ東日本旅客鉄道㈱石巻駅、
　　　　　　㈱ミヤコーバス、宮城県タクシー協会石巻支部、宮城県トラック協会石巻支部、石巻ヤクルト販売㈱、石巻産業創造㈱、日本製紙㈱石巻工場、石巻魚市場㈱、㈱街づくりまんぼう、
　　　　　　近畿日本ツーリスト㈱、㈱フォトクリエイト、いしのまき元気いちば、国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所、（一社）石巻圏観光推進機構、東北フィールド㈱、
　　　　　　石巻市かわまち交流センターかわべい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）

（予定）

（予定）

0225-22-9111
大会公式HPからもエントリーを受付けております。

フットボール
フィールド

スタート
ゴール

セイホクパーク石巻
（石巻市総合運動公園）

石巻女川 IC
石巻
赤十字病院

石巻
専修大学

セイホクパーク石巻
（石巻市総合運動公園）

※駐車場については現時点での候補地です。
　今後変更の可能性もありますので、HP等で
　情報をご確認ください。
※ナンバーカード、参加案内送付時に
　改めて最新情報を通知いたします。


