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会場の清酒開華スタジアムは、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。
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。

令和４年１２月上旬に「ナンバーカード」及び「ランナーズチッ
プ」等を事前発送します。大会当日に忘れたり、紛失した場合は
本人確認のうえ1,000円にて再発行いたします。

獲得し
第１位を ッズ！
！
グ
さのまる

（参加賞は完走後かランナーズチップ回収時にお受け取りください。）

佐野ブランドキャラクター

©佐野市

大
◎日

時

場

要

項
①競技種目の各部門の上位１０位まで

午前８時４０分

スタート 午前９時３０分～

②飛び賞

清酒開華スタジアム
（佐野市運動公園陸上競技場）

③事前抽選により競技種目の各部門より1組に
『佐野特産品』
を授与

（栃木県佐野市赤見町２１３０－２）
◎コ ー ス

佐野市内ホテル旅館一覧

◎表彰及び賞品の授与

令和４年１２月１１日
（日）
雨天決行
開会式

◎会

会

④参加者全員に参加賞を、完走者には記録入り完走証を授与

清酒開華スタジアムをスタート・フィニッシュとする5kmコー
ス、
2kmコース
◎注意事項

◎競技種目とスタート時刻及び募集定員
記号

1

部

門

中学生男子の部

2

一般男子高校生～29歳の部

3

一般男子30～39歳の部

4

一般男子40～49歳の部

5

一般男子50～59歳の部

6

一般男子60歳以上の部

7

一般女子高校生～39歳の部

8

一般女子40～49歳の部

9

一般女子50歳以上の部

10 中学生女子の部

こと。

参加料
距離
スタート
（税込） （種目）
時刻

1,000円

定

②保険証（コピー可）
を必ず持参すること。

員

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

す。十分注意して参加すること。
⑤紛失、盗難等については責任を負いかねますので、会場内
のロッカーを利用するか、選手自身で管理すること。

9時35分

13 小学5・6年生男子の部

⑥出場選手は、競技役員及び警察関係者の指示に従うこと。

450人

⑦親子ジョギングは親１人子１人とし、必ず手をつないで一緒
にゴールすること。
⑧大会の棄権や地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等による中
止の場合の参加料の返金はいたしません。

9時40分

⑨駐車場に限りがありますので車でのご来場は、できるだけ
ご遠慮ください。
⑩申込期間外、定員に達した後及び年齢要件を満たしていな

1,000円

14

HOTERL R9 The Yard 佐野天神

佐野市天神町746－1

2

割烹旅館公園荘

佐野市出流原町1120－2

0283－25－0053

15

CANDEO HOTELS 佐野

佐野市越名町2038－1

0283－20－1560

3

割烹旅館ほまれ荘

佐野市出流原町1147

0283－25－0831

16

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

4

割烹旅館福寿荘

佐野市出流原町2120

0283－25－1578

17

チサンイン佐野藤岡インター

佐野市高萩町1344－1

0283－24－5211

5

ビジネス旅館旭館

佐野市富岡町67－9

0283－22－1372

18

ホテルニュー聚楽

佐野市葛生東1－8－10

0283－85－2240

6

ビジネス旅館とう山閣

佐野市富岡町67

0283－22－0676

19

旅館相模屋

佐野市葛生西3－1－6

0283－85－2251

7

ホテルサンルート佐野

佐野市朝日町702－27

0283－24－5000

20

扇屋旅館

佐野市葛生東1－12－3

0283－85－3380

8

スーパーホテル佐野藤岡

佐野市相生町2826

0283－22－9000

21

6月の森オーベルジュ

佐野市富士町963

0283－21－4911

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。
制限なし

2km
11時00分

16 親子ジョギングの部（小学2年生）

11時20分

18 親子ジョギングの部（小学4年生）

11時40分
12時00分

※５㎞参加者はスタートから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。

◎そ の 他

①新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じ、
（公財）
日本
陸上競技連盟が定める「ロードレース開催についてのガイ
ダンス」に基づいて感染防止対策を徹底します。なお、今後
の状況により、内容に変更が生じる場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。
②大会当日、体調が良くない場合及び７日以内に37.5℃以上
の発熱や感染症疑い症状があった場合は、
自主的に参加を
取りやめてください。
③入口で検温を行います。検温で37.5℃以上の発熱が確認
された場合は、大会への参加を見合わせていただきます。

◎集合時間 各競技種目スタート時刻10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、
各スタート場所へ。
◎参加資格 小学生以上で健康に自信のある方

所

旅館・ホテル名

手数料を除いて返金いたします。

所

℡
0283－85－9061

9

シティーホテルオークラ

佐野市大蔵町2969

0283－24－1234

22

蓬山ログビレッジ

佐野市作原町1271

0283－67－1139

仙水閣

佐野市奈良渕町316

0283－21－4888

23

あきやま学寮

佐野市秋山町721

0283－87－0203

11

ホテル三吉野別館

佐野市富岡町324

0283－22－1489

24

みかもリフレッシュセンター

佐野市町谷町1126-6

0283－26－7126

12

ホテルセレクトイン佐野駅前

佐野市若松町656

0283－85－9710

25

スーパー銭湯

佐野市小中町215

13

HOTEL R9 SANOFUJIOKA

佐野市浅沼町615－10

0283－25－8660

! 申し込みの際の注意事項

❶ 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。

（インターネットエントリー）

申込期間

令和４年７月２２日（金）～１０月７日（金）

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：支払総額4,000円まで220円、
4,001円以上は参加料の5.5％（税込）

大会ホームページ

https://sano-marathon.jp/

〈ゆずれ～るエントリー期間〉令和4年7月24日（日）
～10月10日（月）
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。

大会に関する
お問い合わせ先

やすらぎの湯

0283－24－2617
※

マークは日帰り入浴温泉

申込方法

A

④新型コロナウイルス感染症により、大会中止と判断した場
合は、中止までに要した大会準備経費と、振り込みにかかる

住

10

⑪スタート時刻に間に合わなかった場合の出走は認められま

10時40分

500円

1組
1,000円
17 親子ジョギングの部（小学3年生）

住

い申込みは受け付けません。その際、手数料を差し引いた

15 親子ジョギングの部（小学1年生）
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W420×H297 


0283－25－0228

参加料を返金いたします。

14 小学5・6年生女子の部

◎申込方法 右ページを参照

佐野市出流原町1262

旅館・ホテル名

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

9時30分

2,500円 5km

№

ホテル一乃館

№

に従うこと。

制限なし

11 小学3・4年生男子の部
12 小学3・4年生女子の部

①出場選手は、事前に医師の健康診断を受けてから参加する

℡

1

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・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

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）。

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。

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 佐野市産業文化スポーツ部 スポーツ推進課内

TEL.0283-20-3049

（平日8：30～17：15／土･日･祝日休業）
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