


おかげさまで30年、今あなたにありがとうを伝えます！

1.大会中の事故、紛失、傷病等について
（１）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。
（2）私は、大会開催中に傷病が発症した場合、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。
（3）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。
（4）私は、健康保険証(写し)を持参し、大会へ参加します。
（5）私は、大会開催中の事故・傷病への補償は主催者が加入した保険の範囲内であることを了承します。
（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。

2.地震・風水害等による大会の中止・縮小について
（1）本コースは雨量規制区間内を走行します。雨量規制により中止になる場合があるほか、落石・地震・風水害・降雪・事件・事故・スト・テロ等により、中止となること

があります。また、大会主催者、または施設運営者が、ランナー・ボランティアの安全確保が難しいと判断した場合、開催中であっても大会を縮小・中止する場合
もあります。

（2）参加料は、上記によりやむを得ず縮小・中止になった場合も含め、いかなる場合においても返金はしません。
（3）私は、主催者が大会運営に支障があると判断し、競技中止の決定をした場合、その指示に直ちに従います。

また、大会中、事故や火災等の非常事態が発生した場合、コース上を緊急車両が優先通行することがあります。その場合は、警察官や消防官および競技役員の
指示に従います。

3.虚偽申告・代理出走の禁止および申込み後の変更キャンセルの禁止について
（1）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。
（2）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・重複入金の返金はしません。

4.個人情報・肖像権の取り扱いについて
（1）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。
（2）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。

5.その他
（1）大会当日の公共交通機関、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。
（2）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)。

平成29年5月29日(月)
～6月9日(金)

平成29年5月1日(月)
～5月12日(金)

地元枠 いびがわ応援団
平成29年5月1日(月)
～8月18日(金)

■最寄りのゆうちょ銀行・
郵便局窓口
・地元枠専用の郵便振替用紙に
て、エントリーと支払いとが同時
にできます。
・エントリー時に揖斐川町に住民
票がある方が対象となります。
・当人以外の方が申請し、出走し
た場合、エントリーを剥奪し、以
降エントリーができません。
※5月12日（金）を消印有効といたします
が、定員を超えた場合には、早期締切り
をする場合があります。その場合は、い
びがわマラソンのホームページにて、
お知らせします。

■最寄りのゆうちょ銀行・郵便局窓口
・専用の郵便振替用紙にて、申込み手数料（500円）の支
払いをしてください。（締切日当日消印有効）
・抽選後、当選者には、参加料支払い専用の郵便振替
用紙を送付します。
【当選者以外は、エントリーできません】
※申込み時の手数料は、当選、落選にかかわらず、返金できません。
※申込み期間外に手続きされた方は、無効となります。
※重複申込みは、ご遠慮ください。重複申込みをしても当選確
率はあがりません。

■インターネット
　　http://runnet.jp/
※ホームページからもリンクしています
※エントリー手数料は、参加料によって違います。

■支払い方法をＡ・Bでお選びください。

■揖斐川町ふるさと基金寄
附申出書を揖斐川町政策
広報課までご提出くださ
い。その後納付書をお送り
しますので、寄附金を払い
込みください。ご寄附の入
金確認後に、「いびがわマ
ラソン実行委員会事務局」
よりエントリーシートをお
送りします。

※揖斐川町ふるさと基金へ10万
円以上の寄附をいただいた方
が対象です。詳しくは揖斐川町
のホームページ（ふるさと寄附
金）をご覧ください。

専用の払込振替用紙(地元枠
用)は、大会事務局にてお渡し
できます。

フルマラソン　　250名
ハーフマラソン　350名

フルマラソン　　500名
ハーフマラソン　300名

フルマラソン　  5,750名
ハーフマラソン  2,850名　

スペシャルサポーター

西田 ひかるさん

初心者もベテランも大集合！
ラン友と一緒にゴールをめざそう
金コーチ直筆サイン入りのオリジナル
タオルがもらえるよ　
【申込制】[全5回：先着100名]

大人気～マラソン教室～

海外2大会へご招待海外2大会へご招待

種　　目 スタート 制限時間 参加費 参加資格 参加賞 表　　彰

フルマラソン

ハーフマラソン

9:45（6,500人） 5時間30分 7,000円（税込） 18歳以上（高校生を除く）
5時間30分以内で完走できる人

10:30（3,500人） 3時間 5,000円（税込） 15歳以上（中学生を除く）
3時間以内で完走できる人

Tシャツ・特産品
キャップから
一つ選択

写真入り完走証
完走タオル、完走メダル

※時間内完走者のみ

各種目別男女10位まで
年代別3位まで
29歳以下、30歳代
40歳代、　50歳代
60歳代、　70歳以上 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。また、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。

1.郵便事情、インターネットの不具合による申込みの遅れについて、主催者
は一切の責任を負いません。
2.インターネットの申込みの場合、ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフト等
によって申込みできないことがあります。

●個人情報の取り扱いについて

●申込に関する注意事項

●申込み規約　※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。

■申込み方法を確認してください！

先着 抽選 先着

種類 RUNNET 郵便振替 いびがわ応援エントリー

期間

人数

申込み
方  法

平成29年5月29日(月)～6月9日(金)
　　　　午後8時スタート
※定員に達した時点で、申込みを締切ります。

事前に
会員登録（無料）
が必要です

QRコード

クレジットカード払い
ご指定のクレジット会
社から、所定の期日に
合計金額が引落しとな
ります。

コンビニエンスストア
各コンビニ指定の支払
方法をご案内いたしま
す。締切り期日までにお
支払いいただきます。

A

B

全国ランニング１００撰20年連続選出

いびがわ名物、ハイタッチ！
笑顔の輪が広がります。

2018ユナイテッド・
グアムマラソン

2018
セントジョージ
マラソン
（アメリカ・ユタ州）

10
22開催

SUN

30回をスペシャルアドバイザーのＱちゃんと振り返り
ます。感謝祭は、ランナーだけでなく、ボランティアも
応援する人も大集合！クリニックは、いびがわランナー
のみが対象です。(詳細は、ホームページで発表)

30回をスペシャルアドバイザーのＱちゃんと振り返り
ます。感謝祭は、ランナーだけでなく、ボランティアも
応援する人も大集合！クリニックは、いびがわランナー
のみが対象です。(詳細は、ホームページで発表)

NHKランスマ、スマイルラン
ナーで活躍した優ちゃんが
今年もやってくる！
前日のランニングクリニックで
は、金さんとの名コンビが復活

いびがわ
ウォーキング参加
募集は5月29日から
先着1,200名

 心と心が繋がる

 「大応援団」

※いびがわマラソン大会での記録であれば事務局へ大会年をお伝えください。
※送付いただいた証（記録証等）のコピーは返却いたしません。

下記の要件を満たしている参加者で所定の手続きを行った方は、
優先的に最前列のブロックからスタートすることができます。

ゲストランナー

中村 優さん

○所定の手続き
　・上記の要件を満たしている証（記録証等）のコピーを
実行委員会事務局へ郵送またはメールで提出。

○

　・男子：3時間30分以内　　・女子：4時間00分以内

要件：2014年1月1日以降のフルマラソン大会で下記
の基準以内に完走した記録（グロスタイム）をもつ者。

キッズルームに、
おもてなしバスは3コース!

 家族も友だちも
 楽しめる

物産展会場が広がり、
お楽しみがいっぱい！

旨い＋安い
＋いっぱい

計測タグやナンバー
カードは、あらかじめ
送ります

事前送付
するよ

健康広場を前日から開放、
温泉行きバスに、朝は「完
走祈おにぎり」で元気満々

健康広場で

応援にき
た人もめちゃ楽しい

癒し
バス

もみじ
バス

あったか
バス

モリモリ村
薬草風呂へ

谷汲
もみじ祭りへ!

大人気
藤橋の湯へ

1

3 4 5

2

高橋 尚子
ランニングクリニック

スペシャルアドバイザー

虚偽の申告や代理出走を固くお断りしますので、
不正のないようお願いします。
代理出走が発覚した場合、以後のエントリーは
お受けできません。

グループで
10万円でもOK！

「Sブロック」について
※フルマラソンのみ

いびがわマラソン
30周年感謝祭

ス
ペ
シ
ャ
ル
企
画

●金コーチから届く毎月のアドバイス
動画コンテンツ

音声コンテンツ

ユーチューブ

ポッドキャスト

 大会ホームページ
「教えて金コーチ」で
はいびがわのラン
ナーに向けて、トレー
ニング方法を伝授

いびがわ
マラソン

ホームペ
ージより

GO!!

金 

哲 

彦
さ
ん

ス
ペ
シ
ャ
ル
コ
ー
チ

開 催 日

安心カード受付

スタート

ゴ ー ル

コ ー ス

競技方法

そ の 他

2017年11月12日（日）　雨天決行

2017年11月11日（土）　12:00～19:00
2017年11月12日（日）　6:30～8:45

マラソン 9:45　 ハーフ 10:30　揖斐警察署前

揖斐川町役場

※雨量規制等により中止に
　なる場合がございます。

いびがわマラソンコース（日本陸連公認コース）
42.195ｋｍ
揖斐警察署前→揖斐峡→藤橋→揖斐峡→揖斐川町役場
いびがわマラソンハーフコース（日本陸連公認コース）
21.0975ｋｍ
揖斐警察署前→揖斐峡→外津汲<折り返し>→揖斐峡
→揖斐川町役場

開催要項

●スタート地点では、申告タイム順に整列してください。
●記録は、グロスタイム（号砲からのスタート）を正式記録
　とします。
●欠場ランナーへの参加賞送付は、いたしません。

【マラソン】 8.6ｋｍ関門 1時間10分
 20.0ｋｍ関門 2時間40分
 33.9ｋｍ関門 4時間30分
 ゴール関門 5時間30分
【ハーフ】 8.4ｋｍ関門 1時間10分
 ゴール関門 3時間

大会運営上、次のような時間規制の関門を設置
します。通過できない選手又は、関門以外で著し
く競技に遅れた選手は速やかに競技を中止し、
役員の指示に従い収容車に乗車してください。

今年もこの2大会へ
ランナーを招待します

男女フルマラソン優勝者をご招待!
※ただし連続での招待は除く。

抽選で2名様をご招待！

❶２つの課題にも着手！
ゼッケンに、ブロックを明記し、ス
ムーズなスタートへ！
ハーフの人数やスタート時間を変
更し、ハーフ折り返し付近の混雑
を緩和

❷もっと安心安全に
みんなで安心な大会へ、サポート
ランナー大募集！ＡＥＤ90台、医療
ボランティアとして300名が支え
ます

❸一般ボランティアを大募集
ボランティアとして大会に参加し
て、よりいびがわファンになりませ
んか？みんなで大会を創り上げま
しょう（募集は8月1日よりHPで）

マラソンのまち、揖斐川町！コース沿いの電柱看板に距離や
アドバイスを掲示、試走も楽しめます

1年じゅうマラソンのまち

マラソンスペシャル婚姻届

完走御守 西国第三十三番満願霊場谷汲山「華厳寺」は、
ゴールをめざすランナーと同じ想いの人が集

います。今回、30回を記念して、華厳寺さんの「完走御守」が製作されます。

30回記念
企画

今年もあなた自身でお選びください。
記念品なし（500円引き）も選択できます。

TシャツTシャツ
速乾性、
スリムタイプの
6サイズ！
プリント2色！

毎年、大人気！
揖斐の名物を
お土産に。

40.8
42.2
43.6
45
46.4
47.8

SS
S
M
L
O
XO

サイズ 後ろ丈 胸回り 肩 幅

62.5
64.5
66.5
68.5
70.5
72.5

93
97
101
105
109
113

揖
斐
の

特
産
品

特産品特産品 キャップキャップ
か
っ
こ
い
い
ネ
！2つ入ってるよ

（家族も大喜び）
ネイビー×ホワイト×レッド

今年は

ネイビー
×ホワイト

です
大好評

！ オリジナル企画!! 「選べる記念品はこれだ♪」「選べる記念品はこれだ♪」

無料

A.愛知県・岐阜県・三重県内の『　　　　　　』各店舗(ゴ
ルフ専門店を除く)で入手。【5月中のみ用意。部数に限
りあり】
B.事務局へ郵便で①希望枚数を明記した紙、②返信用切
手（必要部数：1部82円、2部～3部92円、4～5部140
円）、③返信用封筒（送付先の住所・氏名を記入）を同封
のうえ請求。【6/2(金)必着】

抽選は、専用の郵便振替用紙が必要です。
ご希望の方は、次の方法でお願いします。

7月中旬に抽選結果通知

デザインは
公募します♪バックにデザインが

入ります

2

3

4

1
完走者には、いびがわ初のメダルをゴールで
プレゼント！30回の感謝の気持ちをこめて
完走者には、いびがわ初のメダルをゴールで
プレゼント！30回の感謝の気持ちをこめて

ありがとうメダル 運営面も、よりよい
大会をめざし
運営面も、よりよい
大会をめざし

マラソンのまちらしい、人生のスタートが応援できるような
婚姻届を作っちゃう！

ふるさと納税の方には
遠征バッグをプレゼント
ふるさと納税の方には

遠征バッグをプレゼント


