
コース中に給水所を5ヶ所とスポンジポイントを2ヶ所
設置。大野の名水があなたの走りをバックアップ。ゴー
ル後も冷たい名水や名水かき氷が皆さんを待っています。

3.充実した給水サービス

■主　　催：大野市 ･大野市教育委員会 ･大野市スポーツ協会
（株）中日新聞社 ･（株）日刊県民福井

■主　　管：大野市陸上競技協会
■後　　援：一般財団法人 福井陸上競技協会･福井県農業協同組合

NHK福井放送局 ･福井放送（株）･福井テレビジョン（株）
福井FM放送（株）･ショッピングモールVio

■協　　力：大野警察署 ･大野市消防本部 ･大野市交通指導員会
公益社団法人 奥越法人会 ･大野商工会議所青年部
公益社団法人 福井県柔道整復師会奥越支部
大野市スポーツ推進委員会 ･みんスポクラブ
救護ボランティアREM ･日赤奉仕団
ハニー新鮮館 ･（株）かじ惣

■大会期日：2023年5月28日（日） 雨天決行
・セレモニー　8：00～
・スタート　　9：00～
・表彰式　　　各部門競技終了後、随時行います。

■可否決定：4月27日（木）に実施可否を決定する。ただし、実施する
ことを決定した場合においても、その後の状況により中
止することがある。

■コ ー ス： 越前大野名水マラソンコース
■参加資格：▶小学生以上で健康な人。

▶年齢は大会当日（2023年5月28日）の満年齢とします。
▶親子の部は、こども1人（小学1年・2年）とその両親また
は祖父母1人の2人1組とします。やむをえない事情に
よりその他の親族等が出走する場合はオープン参加（完
走証は発行）とします。
▶参加申し込みは、1人1部門（親子の部は除く）とします。
▶車いすを使用してレースには参加できません。

■表　　彰：各部門1～10位までを表彰
■記 念 品：参加者全員に参加賞、制限時間内の完走者に完走証
■参 加 料：一　　般／3,000円　高校生／2,000円

小中学生／1,000円　親　子／2,500円
※いずれも傷害保険料を含みます。

■受　　付：なし
※5月中旬ごろにアスリートビブス（ナンバーカード）、
ランナーズチップ、参加賞などを事前に郵送します。大
会当日忘れずに持参してください。忘れた場合は大会
トラブル窓口までお越しください。

■種目、部門及びスタート時刻（右表参照）
■記録計測：①本大会は、各ランナーのスタートライン通過からタイ

ム計測を行うネットタイムを採用します。
②記録判定にランナーズチップを採用します。出走前に
シューズのひもに取り付けてください。ランナーズチッ
プは競技終了後返却してください。棄権時など当日会
場に来られないときは、同封の返信用封筒でチップを
返却してください。紛失など返却がないときは実費を
請求することがあります。

■大会規定：①2023年度日本陸上競技連盟競技規則第7部道路競走
TR55に準じて行いますが、本大会競技規定が優先し
ます。
②ゴール閉鎖時刻は11時50分です。ただし、競技の運営
上、ゴールまで残り2km地点に制限時間の関門を設置
します。関門の閉鎖時刻は11時35分です。ハーフ、
10kmの部、5kmの部に出場するランナーで関門閉鎖時
刻に関門を通過できなかったランナーは、その時点で
競技を中断し係員の指示に従ってください。なお、ゴ
ールできなかったランナーの記録･計測は行いません。
③審判員が競技続行不能と判断した場合、その競技者に

対して競技を中止させることがあります。そのときは、
アスリートビブス（ナンバーカード）をはずし、歩道を
歩くか後走車に乗ってください。
④親子の部は親と子が必ず手をつないでフィニッシュし
てください。
⑤特別な事由により伴走を必要とされる方は、事前に大
会事務局までお知らせください。
⑥レース中に緊急事態が発生した場合は、緊急車両を優
先的に通過させますので、レースを一時中断すること
があります。現場の係員の指示に従ってください。
⑦イベント中の傷病等に対する参加者への補償は、主催
者が加入した保険の範囲内でのみ対応します。

■そ の 他：①大会会場周辺の交通規制は午前6時から午後0時20分ご
ろまで行います。自動車でお越しの場合は、大会指定
駐車場をご利用いただき、会場周辺の路上駐車は厳に
慎んでください。奥越ふれあい公園、ショッピングモー
ルヴィオ、真名川憩いの島からは、会場までの無料シ
ャトルバスを運行します。
②福井駅前と大会会場で臨時バスを運行します。事前申
込制で利用料は、片道大人（中学生以上）700円、子ども
（小学生）350円、小学生未満無料。利用希望の方は、エ
ントリー期間内に申込み、参加料とともに利用料をお
支払いください。臨時バスは、会場行き午前6：00、7：
00、福井駅前行き午後1：00、2：00の各２本を運行予定
です。詳細は、後日利用者の方へお知らせします。
③参加者は、健康管理には細心の注意をはらい、大会当
日、体調がすぐれない場合は、無理をせず出場を取り
やめてください。
④手荷物預かり所（貴重品は除く）を設けます。
⑤事前に試走するなどコースの確認をしてください。
⑥コース上に給水所5ヶ所、スポンジポイント1ヶ所、スペ
シャルドリンクテーブル1ヶ所、トイレ5ヶ所を設けます。
⑦申し込み時点（エントリー後、参加料等の入金が完了し
た時点）で本大会要項等、主催者が発する規約・規定事
項に同意したこととみなします。

種　目 部　門種目
番号 スタート時刻 制限時間

小学1年親子
小学2年親子
小学3・4年男子
小学3・4年女子
小学5・6年男子
小学5・6年女子
中学男子
中学女子
一般男子（高校生含む）
一般女子（高校生含む）
一般男子39歳以下
一般男子40歳以上
一般女子39歳以下
一般女子40歳以上
一般男子39歳以下
一般男子40歳代
一般男子50歳代
一般男子60歳以上
一般女子39歳以下
一般女子40歳以上
一般男子39歳以下
一般男子40歳代
一般男子50歳代
一般男子60歳以上
一般女子39歳以下
一般女子40歳以上
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1.ランナーと環境にやさしいロードレーサーが先導します
アマチュア自転車競技選手によるクリーン
な先導であなたをゴールまで誘導します。
名水のまち“大野”にふさわしい、環境にや
さしい先導です。

ハーフの7km・14km地点付近にスペシャルドリンクテーブルを
設置します。利用される人は、設置ポイントを決めていただき、ド
リンクボトルを午前8時までに総合案内所へお持ちください。な
お、お預かりしたボトルは返却しませんのでご了承ください。

2.スペシャルドリンクテーブルを設置

柔道整復師がレース前後のコンディショニ
ング、ケア（傷害予防テーピング・負傷箇所の
応急処置）を無料で実施します。

4.無料テーピングコーナー

市外からの参加者にはもれなく、名水風呂入浴券をプレゼント。レース後は
名水風呂で疲れた体を癒せます。（大会当日11：00～15：00）

5.市外参加者に入浴券をプレゼント

または 窓口申込方法

下記のQRコードから、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）

インターネットエントリー

申込締切

2023年4月6日（木）（締切厳守）

https://runnet.jp/

※エントリーの際は、　　　　   への会員登録（無料）が必要となります。
※エントリー手数料：支払総額4,000円まで220円（税込）
　　　　　　　　　  支払総額4,001円以上は5.5%（税込）

大会事務局に参加申込書を提出してください。FAX・郵送での提出も可
能です。参加料は、後日郵送する納付書にて各金融機関で納めてくださ
い。参加申込書は窓口や大会ホームページからダウンロードできます。
※納付書込みで手数料が発生した場合は自己負担と
　なります。
※窓口エントリーには1エントリー300円の手数料が
　かかります。

申込締切

2023年3月31日（金）（必着・締切厳守）

窓口エントリー

申込規約
１.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
金の返金はいたしません。

２.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等、主催者の責によらない事由で大会が中止
または縮小となった場合においては、参加料・手数料の返金は一切行いません。ただし、
新型コロナウイルス感染症の拡大等により、中止と判断する場合は、可否決定日の時期
に応じ、参加料、手数料の全部又は一部を金品等（クオカード等）に代替して返却します。

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.私の家族・親族、保護者は、本大会への参加を承諾しています。（参加者が未成年の場合）
８.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。

９.大会の映像・写真・記事・記録等（において氏名・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。

10.上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会要項に則ります（齟齬がある場合は大
会要項を優先します）。

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。

お知らせ
○駐車場が利用できます
マイカーでお越しの方は指定の駐車場をご利用ください。「奥越ふれあい公園
（500台）」、「ショッピングモールVio駐車場（400台）」、「真名川憩いの島（100台）」、
「城下町東広場（約 40 台）」、「城下町西広場（約 40 台）」があります。

○便利なシャトルバス運行
ふれあい公園・ショッピングモールVio駐車場・真名川憩いの島⇔大野市役所を無
料シャトルバスを運行（6：45 ～ 13：30）します。

○福井駅前⇔大野市役所で臨時バスを運行
会場行き：午前 6時、7時
福井駅前行き：午後 1時、2時
▶事前申込制・利用料片道：大人（中学生以上）700 円、子ども（小学生）350 円、小学
　生未満無料。
利用希望者はエントリー時に乗車時刻をお選びください。
利用料金は参加料とともにお支払いください。
▶申込期間：RUNNET エントリー　4月6日（金）まで

窓口エントリー　3月31日（金）まで
▶利用者には乗車券を事前に郵送します。
※申込期間終了後の受付は行いません。また、キャンセルや利用しなかった場合
の料金の返却は行いません。

○市内旅館の大会前日宿泊予約を受付します。（定員60 名）
宿泊希望者は大会事務局へ「宿泊予約申込書」を提出し、予約金を指定の口座に
振り込んでください。
▶申込期限：2023 年 3月31日（金)まで
詳細は、「宿泊予約申込書」をご覧ください。大会ホームページからダウンロードで
きます。宿泊に関するお問合せは裏面の連絡先へお願いします。

「ネットタイム」とは
　グロスタイムが、スタートの号砲（ピストル）が鳴ってから、
その人がフィニッシュするまでのタイムであるのに対し、ネッ
トタイムは、その人がスタートラインに到達した時からフィ
ニッシュするまでのタイムをいいます。
　スタート時の混雑を緩和するため、ネットタイムを採用しま
すので、ゴールした順番ではなく、所用時間により順位を決定
します。

▶入金が完了した時点でエントリーが確定します。
▶18 歳未満の人は保護者が代わってエントリーしてください。

第59回 越前大野名水マラソン　大会要項

新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください
①参加者は、大会前１週間、大会後２週間の体調を記録しご自身で保管してください。
　なお、記録方法は任意とし、提出は不要です。
②マスクの着用については個人の判断に委ねます。
③スタート時のランナーの密を避けるため、ラインを引いてスタート位置を指定します。
④大会参加者には別に定める「新型コロナウイルス感染症予防対策マニュアル」に基づき、
　会場等での適切な行動にご協力いただきます。（対策マニュアルは市のホームページで確認いただけます。）

※感染症対策は政府等の方針によって都度変更されることがあります。

便利でお得なRUNNETでのお申し込みをおすすめします！

6.レース以外のお楽しみ
会場内では、お土産品やスポーツ用品などの販売コー
ナーを用意してます。また、当日9時より大野観光ボラ
ンティアとともに、大野のまちなかを散策する「まちな
か観光ウォーク｣を開催します。七間朝市、御清水、越
前大野城をめぐる約1時間のコースです。待ち時間を
利用して、ぜひご参加ください。

※上記の内容は変更となる場合があります。


