
加須加須こいのぼりこいのぼり
マラソン大会マラソン大会

第27回

2022年12月4日（日）2022年12月4日（日）
会場：加須市民運動公園 ※雨天決行会場：加須市民運動公園 ※雨天決行

加須市 絆でつくる緑あふれる安心安全・元気な田園都市

主　催　加須こいのぼりマラソン大会実行委員会・加須市・
　　　　加須市教育委員会・加須市スポーツ協会

主　管　加須こいのぼりマラソン大会実施委員会
後　援　朝日新聞さいたま総局・朝日新聞埼玉少年少女スポーツ

定員：ハーフ 1,000人、10km 1,000人、5km 1,000人、1.5km（親子）350組 申込締切 9月30日（金）
【大会詳細問い合わせ】
〒347-0007　埼玉県加須市下三俣590番地 加須市民体育館内
加須こいのぼりマラソン大会実行委員会事務局
TEL 0480-62-6123・6124   FAX 0480-62-4797
E-mail:sports@city.kazo.lg.jp

会場案内図（大会コース図）会場案内図（大会コース図）

※駐車場に限りがありますので、できるだけ
　公共機関をご利用ください。

●東武伊勢崎線加須駅下車徒歩20分
●東北自動車道加須 I.C.から10分
●東北自動車道羽生 I.C.から10分
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加須加須こいのぼりこいのぼり
マラソン大会マラソン大会

第27回

令和4年12月4日（日）　
▶開会式 午前8時30分～　※雨天決行
▶スタート　
8:50  5km 加須市民運動公園陸上競技場トラック内
8:55  1.5km 加須市民運動公園陸上競技場トラック内
9:00  10km 加須市役所南側（カメラのキタムラ様前）
9:30  ハーフマラソン一般男女
　 加須市民運動公園南側（ボージュ様前）
※ハーフマラソンの部、10kmの部はスタート場所が異なります。

大会日時

1）ハーフマラソンの部 2時間30分
2）10kmの部  1時間30分
3）5kmの部  1時間
4）1.5kmの部  30分
ハーフマラソンは、公道部分にて通過制限時間を次の通り設
定します。制限時間以後は、交通規制を解除するため、レース
の継続はできませんので、競技役員の指示に従ってください。
   第1チェックポイント   8.8km地点 スタートから  70分
   第2チェックポイント 12.1km地点 スタートから  90分
   第3チェックポイント 16.3km地点 スタートから120分
上記ポイント以外でも、通過制限時間内に次のポイントまでの到達
時間が無理と思われる走者は、競技役員の判断により競技の中止を
命ずることがあります。

制限時間

『加須市民運動公園』　埼玉県加須市下三俣590番地

会場

・国籍を問わず健康な方。未成年者は保護者の同意が必要。
・申込規約の全ての項目に同意する方。

参加資格

種目

一般 3,500円
親子、高校生 2,000円
中学生 1,500円

  1）ナンバーカード（ゼッケン）・計測チップをお申し込み
住所へ11月中旬に送付しますので、当日、忘れずにお持
ちください。忘れた場合は、1,500円にて再発行します。

　   当日出走しない方は、同封する返信用封筒にて計測チッ
プを必ずご返却ください。
※住所に誤りがあると、送付できませんので、お申込みい
ただく際にはお間違えのないようにご注意ください。

  2）10kmの部は、スタート場所が他の種目と異なります。
この場所には荷物預かりはありませんので、ご注意くだ
さい。

  3）1.5kmの部は親子で手をつないでフィニッシュしてくだ
さい。

注意事項

パソコンまたはスマホからhttps://runnet.jp/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220円、4,001円以上5.5％（税込）

申込方法

  4）万一の事故等に備え、保険証（写しでも可）を携帯して
ください。

  5）参加者は、警察・競技役員・その他関係者の指示に従っ
てください。

  6）主催者は、競技中の事故については応急処置を除き一切
の責任を負いませんので参加者は自己の責任において健
康を管理し、あらかじめ医師の診断を受けてください。

  7）貴重品は大会本部でお預かりいたしますが、それ以外の
荷物は各自で保管してください。

  8）障がいのある方で単独走行が困難な場合は、事前に大会
事務局までご連絡ください。

※後日郵送になります。当日表彰式はありません。
1）各種目

1位から 6位まで  ・・・賞状・賞品（招待選手を除く）
7位から10位まで・・・賞状

2）特別賞
遠来賞、最高齢者賞

3）完走者
完走記録証を大会ホームページからダウンロードできます。

表彰

4種目・20部門

こいのぼり絵入りタオル、
加須手打うどん会乾めんを
参加者全員にプレゼント。

参加賞

 １． 参加希望者は、大会要項を十分にご確認のうえお申し込みくだ
さい。なお、18歳未満の方は保護者の承諾を、伴走有の方は伴
走者の承諾を得て申し込みください。

 ２． 大会当日は、「受付」にて、健康チェックシートの確認受付を行
い、確認済みリストバンドを装着してください。なお、ゼッケン
及び計測用チップ・参加賞引換券は事前に郵送しますので当日
忘れずにお持ちください。

 ３． 参加賞引換券が無いと参加賞との交換ができません。　　　
申し込み後に住所変更等があった場合は、必ず、大会実行委員
会事務局まで連絡してください。

 ４． 大会当日、体調のすぐれない方は勇気をもって出走を辞退して
ください。

 ５． 新型コロナウイルス感染症の影響により大会が中止となった
場合は、参加賞は郵送しますが、参加料の返金はいたしません。

 6． 申込後の部門変更及びキャンセル、過剰入金・重複入金による
返金は一切行いません。

 7． 地震・風水害・豪雨・降雪・強風・事件・疫病等により大会が中
止になった場合、参加料返金の有無・額等についてはその都度
主催者が判断し決定します。

申込規約
 8． 大会当日にナンバーカード及び計測用チップを忘れた場合は、

ナンバーカード再発行所において再発行することができます。
 9． 会場内におけるレース中以外のマスクの着用及びゴール後の手

指の消毒など、新型コロナウイルス感染症感染防止対策にご協
力ください。

10． 貴重品預かり所において、最小限の貴重品はお預かりします
が、その他の荷物にあっては荷物置き場に自己責任においてお
預かりします。ただし、盗難・紛失等の責任は負いかねます。

11．大会当日は、医師・看護師を含む医療チームが会場内に常駐し
ますが、対応は健康相談及び応急的な処置のみとなりますの
で、万が一に備え健康保険証をご持参ください。

12．主催者側において普通傷害保険に加入します。補償は保険の適
用内とし、それ以上の補償について主催者側は一切の責務を負
わないものとします。

13. 上記申込規約の他主催者が定める「第27回加須こいのぼりマ
ラソン大会 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に則
ります。

ゴール地点での
制限時間

参加料

インターネットでお申し込みいただけます。

★支払方法が選べます！
★登録後は申し込みが更に簡単に！
★お出かけ先でもスマホから申し込
みができます！

なら

申込締切日：2022年9月30日（金）まで
※定員になり次第締切させていただきます。

QRコード対応のスマホを使うと、申込
サイトにアクセスできます。

出走権を譲渡できるサービス　　　　　　　　　　の対象大会です。出走権を譲りたい方、締め切り後の大会にエントリー
したい方は右記期間に手続きを行ってください。
詳しくはRUNNETにてご確認ください。

※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。

〈ゆずれ～るエントリー締切日〉
2022年10月2日（日）

ノドを潤す
ドリンクを提供。

1.5km
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10km

ハーフマラソン
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親子　子どもは年長～小学3年生以下
男子高校生
一般男子
一般女子
男子高校生
一般男子
一般女子

女子高校生
18～39才
18～39才

18～39才
18～39才

8：55
8：50

9：00

9：30

350組
1,000人

1,000人

1,000人

男子中学生
40～49才
40～49才

40～49才
40～49才

女子中学生
50～59才
50才以上

50～59才
50才以上

60才以上

60才以上

種　目 部　門 スタート時間
（午前） 定　員No.

※イメージ

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。

こいのぼり絵入りタオル
加須手打うどん会乾めん
こいのぼり絵入りタオル
加須手打うどん会乾めん


