
佐野
ブランドキャラクター
「さのまる」＠佐野市

SANO
MARATHON

申 込 期 間

振替用紙：2017年7月22日（土）～ 9月25日（月）消印有効
大会公式ホームページから
お申し込みが可能です！ http://sano-marathon.jp/

：2017年7月22日（土）～10月9日（月）インターネット
エントリー

■主催：佐野市、佐野市教育委員会、佐野市体育協会、佐野市陸上競技協会　
■主管：さのマラソン大会実行委員会
■協力：佐野警察署、栃木県警察本部交通部交通機動隊、佐野市交通指導員連絡協議会、

佐野市スポーツ推進委員協議会、栃木県鍼灸師会両毛支部、佐野市スポーツ少年団

フルマラソン（42.195km）／
10km／5km／2km種目 佐野市運動公園陸上競技場会場

 2017.12.10 SUN

　さの
マラソン
大会

コースマップ

フルマラソンの部 給水所は約5kmごとに設置されています。
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佐野市運動公園

関東圏からのア
クセス抜群！

美しい自然とお
いしいものいっ

ぱいの

佐野市を1日楽しも
う！

第13回



参加賞は
「ゆるキャラ®
グランプリ2013」
第１位を獲得した
さのまるグッズ！！

参加賞は
「ゆるキャラ®
グランプリ2013」
第１位を獲得した
さのまるグッズ！！

佐野ブランドキャラクター「さのまる」
@佐野市

フルマラソンは
制限時間が
5時間30分

フルマラソンと
10kmはネットタイムを
完走証（参考記録）に記載！

大人も子供も楽しく走れ
るように、計4種目25部
門を設定。親子一緒に楽し
める親子ジョギングもあり
ます。

種目と部門がもりだくさん！ 
だから家族で参加OK!!

11月末までに発送いたします。
大会当日は忘れずにお持ちく
ださい。※参加賞は大会の会
場でお受け取りください。
※大会当日に忘れたり、紛失し
た場合は、1,000円にて再発
行いたします。ご注意ください。
　　

今年も
ナンバーカードおよび、
ランナーズチップを
事前発送します！

キロ表示ボランティア
（2人1組：ご家族・友達
同士等）を募集していま
す。沿道でランナーに
距離がわかるようにキ
ロ表示の看板を持って、
一緒にランナーを応
援しましょう！10月27
日（金）までに、大会事
務局までご連絡くださ
い。

ボランティア募集！
さのマラソン

10K

会場の佐野市運動公園は、東北自動
車道・佐野藤岡I.Cより約20分。北関
東自動車道・佐野田沼I.Cからは約5分
で到着します。駐車場は約2,000台
収容可能です。（駐車場から会場まで
無料シャトルバスで最大30分程度）
電車でも東京駅からJR新幹線で約
90分、東武線特急で浅草から約90
分。佐野駅からは 無料シャトルバス
で20分です。

東京をはじめ
関東圏から楽々アクセス!!

大　会　要　項

番号 部　門種　目 参加料 スタート時刻 定　員

さのマラソン大会実行委員会事務局
〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地
佐野市役所3階 佐野市観光スポーツ部 スポーツ立市推進課内
TEL.0283-20-3049

（平日8：30～17：15／土･日･祝日休業）

2km

42.195km

5km

10km

500円

5,000円 2,000人

300人

500人

なし

1,000円

1,000円

なし

1組
1,000円

11：20

11：40

9：30

3,000円 9:5０

2,500円
10：15

11：05

❶ フルマラソン、10km、5km（中学生の部除く）は定員が設けられています。
❷ 先着順とし、申込期間内でも定員に達した場合はその時点で申し込みを締め切ります。
❸ 下記期間外や定員に達した後の申し込み、年齢要件を満たしていない申し込みは受け付けません。
※③のような申し込みがあった場合、参加料から手数料を差し引いて返金いたします。その際ご連絡はいたしませんので、ご了承ください。

申し込みの際の注意事項 ※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。

　  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。

10.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。

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

合は大会規約を優先します）。

申込規約

（インターネットエントリー）A

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130円

パソコンまたはスマートフォンから下記の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：4,000円まで205円、4,001円以上は参加料の5.15％（税込）

申込方法 または　　振替用紙でお申し込みいただけます。A B

B 振替用紙

申込期間  2017年7月22日（土）～10月9日（月）

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。

個人情報の取り扱いについて申込期間 2017年7月22日（土）～9月25日（月） 消印有効

 1 ホテル一乃館 佐野市出流原町1262 0283－25－0228
 2 割烹旅館公園荘 佐野市出流原町1120－2 0283－25－0053
 3 割烹旅館ほまれ荘 佐野市出流原町1147 0283－25－0831
 4 割烹旅館福寿荘 佐野市出流原町2120 0283－25－1578
 5 旅館旭館 佐野市富岡町67－9 0283－22－1372
 6 ビジネス旅館とう山閣 佐野市富岡町67 0283－22－0676
 7 割烹旅館あづま荘 佐野市富岡町67 0283－22－0229

佐野市内ホテル旅館一覧
℡№ 旅館・ホテル名 住　所

 8 シティーホテルオークラ 佐野市大蔵町2969 0283－24－1234
 9 聚　　楽 佐野市葛生東1－8－10 0283－85－2240
 10 相模屋旅館 佐野市葛生西3－1－6 0283－85－2251
  11 ホテルサンルート佐野 佐野市朝日町702－27 0283－24－5000
 ☆ ホテル三吉野別館 佐野市富岡町324 0283－22－1489 
  ★ ホテルルートイン佐野藤岡インター 佐野市高萩町379－1 0283－27－0065
  ★ ホテルマリアージュ仙水 佐野市奈良渕町316 0283－21－4888
  ★ ホテルセレクトイン佐野駅前 佐野市若松町656－68 0283－85－9710
  ○ チサンイン佐野藤岡インター 佐野市高萩町1344－1 0283－24－5211
  ○ カンデオホテルズ佐野 佐野市越名町2038－1 0283－20－1560

℡№ 旅館・ホテル名 住　所

※ 宿泊される方は直接上記宿泊施設にマラソン大会参加の旨伝えたうえでお申し込みください。　※ No.１～１1までの施設は、
宿泊費を５％割引いたします（参加選手及びその家族、付き添いを含む）。　※☆の施設は、宿泊費を200円割引いたします。（直接
電話での予約のみ）※ ★は特別料金にて宿泊できます（直接電話での予約のみ）。　※ ○は朝食のみサービスいたします（チサ
ンインは直接電話のみ、カンデオホテルズはホテル公式サイトまたは直接電話での予約のみ）。

http://sano-marathon.jp/
大会ホームページ

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。切手料金は請求部数によって異なりますのでお問い合わせください。

（9月15日（金）必着）。
※昨年の振替用紙は使用できません。　※大会事務局に請求することはできません。

◎日　　時

◎会　　場
◎コ ー ス

◎競技種目とスタート時刻

◎集合時間

◎参加資格
◎申込期間

◎申込方法
◎ナンバーカード等の送付

◎表　　彰

◎注意事項

平成29年12月10日（日）雨天決行
開 会 式……午前8時30分
スタート……午前9時30分から
佐野市運動公園陸上競技場
佐野市運動公園陸上競技場をスタート・フィニッシュとします。
42.195kmコース、10kmコース、5kmコース、2kmコース
計4コース

各競技種目スタート時刻15分前までにナンバーカード・ラン
ナーズチップを装着の上、佐野市運動公園陸上競技場へ
小学生以上で健康に自信のある方
　　　　　　 平成29年7月22日（土）～10月9日（月）
振替用紙　　 平成29年7月22日（土）～9月25日（月）消印有効
右ページを参照

平成29年11月末までにナンバーカード、ランナーズチップ等
を発送します。都合により参加できなくなった場合は、右ページ
記載の大会事務局へ自費にて郵送、返却してください（平成
30年～1月末まで）。ランナーズチップが返却されない場合は、
実費を請求いたします。参加できない方で、参加賞の送付をご希
望の場合は後日着払い（国内570～1,100円）にて発送します。
次のとおり表彰または副賞を授与します。
①各競技種目とも上位10位
②はるばる賞
③ゴールドシルバー賞
④飛び賞
⑤事前抽選により、競技種目の各部門から1組に「佐野特産品」

を授与
⑥参加者全員に参加賞を、完走者には記録入り完走証を授与します。
①出場選手は、事前に医師の健康診断を受けてから参加してください。
②保険証（コピー可）を必ず持参してください。
③出場にあたって身体に異常が生じた場合は、救護員の指示に

従ってください。
④主催者は、事故等に際し、応急処置を除き責任を負いかねま

すので、十分注意して参加してください。
⑤紛失、盗難等については責任を負いかねますので、貴重品等

につきましては会場内のロッカーを利用するか、選手自身で
管理してください。

⑥出場選手は、競技役員及び警察関係者の指示に従ってくだ
さい（指示に従わない場合は失格とします）。

⑦親子ジョギングの部は親1人子1人とし、必ず手をつない
で一緒にフィニッシュしてください。

⑧地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による中止の場合の
返金はいたしません。

⑨駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関を利
用してご来場ください（お車でご来場される場合は事務局で
駐車場を指定します）。

⑩スペシャルドリンクは受け付けませんので、給水所に主催
者が用意する水、スポーツドリンク等をご利用ください。

⑪年齢は大会当日を基準日とし、出場は1人1部門に限ります。
⑫ランナーズチップはフィニッシュ後、回収します。返却され

ない場合は実費を請求いたします。
⑬スタート時刻に間に合わない場合の出走は認められません。

スタート時刻には、必ずスタート位置に集合すること。

 1 一般男子高校生～39歳の部

 2 一般男子40～49歳の部

 3 一般男子50～59歳の部

 4 一般男子60歳以上の部

 5 一般女子高校生～39歳の部

 6 一般女子40～49歳の部

 7 一般女子50歳以上の部

 ８ 一般男子高校生～２９歳の部

 ９ 一般男子３０～３９歳の部

 １０ 一般男子４０～４９歳の部

 １１ 一般男子５０～５９歳の部

 １２ 一般男子６０歳以上の部

 １３ 一般女子高校生～３９歳の部

 １４ 一般女子４０～４９歳の部

 １５ 一般女子５０歳以上の部

 16 中学生男子の部

 17 一般男子30～4９歳の部

 18 一般男子50歳以上の部

 19 一般女子30～３９歳の部

 20 一般女子40歳以上の部

 21 中学生女子の部

 22 小学4・5・6年生男子の部

 23 小学4・5・6年生女子の部

 24 親子ジョギングの部（小学1・2年生）

 25 親子ジョギングの部（小学3・4年生）

※フルマラソンは制限時間5時間30分、関門を設けます。タイム計測は5時
間30分で終了します。

　第1関門…約20km地点／2時間30分
　第2関門…約30km地点／4時間
　第3関門…約37km地点／4時間50分
※5kmはスタートから60分を経過した場合、係員の誘導に従って走行してください。
※10kmはスタートから80分を経過した場合、係員の誘導に従って走行してください。
※申込後の返金、種目変更はできません。ただし、権利譲渡(ゆずれ～る)対象

部門の場合に限り、申込後の出走権譲渡ができるものとします（振替用紙
でお申し込みされた方は出走権譲渡対象外です）。

1.自己都合による申込後の種目変更・キャン

セル・権利譲渡・名義変更はできません。

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。また、過剰入金・重複入金の

返金はいたしません。定員を超える申し込

みがあった場合、入金期限内に参加料の

支払いが完了していても入金日によっては

申し込みが無効となる場合がございます。

その場合、主催者が定める方法により返

金されます。

2.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等に

よる中止の場合の返金はいたしません。

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

　通常エントリー締切後から譲渡が開始されます。　出走権を譲りたい方はエントリー完了後、ゆずれ～る期間中RUNNETの
Myページよりゆずれ～るお譲り申請を行ってください。　譲渡枠にエントリーしたい方は大会エントリーページにて手続きを行
ってください。　譲りたい方、エントリーしたい方、双方がいらっしゃって初めて譲渡成立です。

※RUNNETでエントリーされた方のみご利用いただけます。　※サービスの利用には別途手数料がかかります。
※ゆずれ～るお譲り申請をしても、必ず譲渡が成立するとは限りません。
1 2

3
4

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

大会エントリー後に、仕事やケガ等で参加できな
くなったことはありませんか？ そんなとき、
RUNNET上で、代わりに走りたい方を見つけ、出
走権を譲渡できるサービスが「ゆずれ～る」です！

!

大会に関するお問い合わせ先

さのマラソン大会パンフレット発送センター
〒152-8532　東京都目黒区原町1-31-9
TEL.03-3714-7924

（平日10：00～17：00 ※土･日･祝日休業）

パンフレットおよび専用振替用紙のご請求先

〈ゆずれ～るエントリー期間〉 2017年7月25日（火）～10月11日（水）
　　　　　　　　の対象大会です（サービスについては下記参照）。サービスをご利用希望の方はゆずれ～
るエントリー期間中に手続きを行ってください。※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。




