
新型コロナウイルス感染症対策への
ご理解とご協力のお願い
下記事項に該当する方のみ参加できます。

感染予防対策に関する主な遵守事項は以下のとおりです。
※その他事項は右面をご確認ください。

健康管理

●令和５年２月２６日（日）からランナー受付当日（令和５年３
月３日又は４日）までの体調（体温・症状）を記録し、受付時
に体調チェックシートを提出してください。

●手指消毒薬等を利用して、手指衛生を行うなど感染予防
に努めてください。

体調チェックの実施

●大会当日（令和５年３月５日）は、混雑緩和のため、主催者が
指定する体調チェック（検温・症状確認）エリア・時間帯にご
来場ください。
※発熱（３７.５度以上）、感染疑い症状がない場合、リストバンドをお渡ししま

す。リストバンドを着用していない方は、ランナーエリアへの入場及び大会
参加はできません。

給水・給食

●給水・給食は可能な限り個人で持ち込んでください。
●給水・給食時においては黙食やフィジカルディスタンスの

確保など感染予防に努めてください。

ごみ等の処理

●紙コップ等は必ずごみ箱に捨て、飲み残しを道路上に流す
などしないでください。

●マスクや飲食物など、個人が持ち込んだものは捨てずに
お持ち帰りください。

●唾や痰の路上への吐き捨ては控えてください。

マスク等の着用

●マスク等を競技中は携帯し、競技中以外（スタート前・コー
ス上のトイレ・救護所を含む）では着用してください。

●マスク等を着用していない状態での会話は控えてください。
●屋内では必ずマスク等を着用してください。

更衣所・手荷物預け所

●スタート前に更衣所は利用できません（手荷物預けのみ）。
出走用の衣服を着用した上でご来場ください。

●出走用以外の衣服等は手荷物預け所に預けるか又は携帯し、
スタート後に脱ぎ捨てないようにしてください。

●更衣所等では長時間滞在せず、可能な限り速やかに行動し
てください。

鹿児島マラソン2023新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

※1

※2

　本ガイドラインは、鹿児島マラソン２０２３の開催に当たり、新型コロナウイルス
感染症対策に関して定めたものです。参加条件やランナーの皆様に遵守してい
ただく事項等をご確認いただき、承諾した上で、お申し込みください。
　なお、新型コロナウイルス感染症に関する状況等により、ガイドラインの内
容を変更する場合があります。

 １　開催可否の判断基準

　(1)緊急事態宣言等の未発令
・鹿児島県全域を対象地域とした緊急事態宣言等又は鹿児島県、鹿児島
市もしくは姶良市において緊急事態宣言に類する宣言が発令されておら
ず、イベント開催等の自粛が要請されていないこと。

　(2)関係自治体の同意
・鹿児島県、鹿児島市及び姶良市から大会開催について同意が得られて
いること。

　(3)診療体制の確保
・鹿児島市及び姶良市において、新型コロナウイルス感染症に関する診療
体制が確保されていること。

　(4)運営体制の確保
・新型コロナウイルス感染症対策を講じた大会開催に当たり、人的、物的
及び財務的に運営体制が確保されていること。

 ２　参加条件

　(1)日本国内在住者
(2)政府から入国後の観察を必要とされている国、地域等に一時的に渡航し

た場合に、帰国後、必要な待機期間を経過していること。
(3)令和５年２月１２日（日）以降にＳＡＲＳ-ＣｏＶ-２ＰＣＲ検査もしくは抗原検査を

行った方については、陰性結果が出ていること。
(4)保健所から濃厚接触者と認められた場合に、陽性者との最終接触後、

健康状態を観察する期間を経過し、症状が出ていないこと。
(5)令和５年２月２６日（日）から令和５年３月５日（日）まで、発熱（３７.５度以上）

や感染疑い症状がないこと。
　(6)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないこと。

(7)個人情報の取得、保健所・医療機関への提供も含め、主催者が行う感染
症対策に協力すること。

※１ 入国時の検疫措置として政府が定める期間　
※2 濃厚接触者に対して政府が定める待機期間

〈留意事項〉
(1)高齢者や基礎疾患を有する方は、新型コロナウイルスに感染した場合、

重症化するリスクが高いことを認識した上でご参加ください。
(2)厚生労働省の接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用を推奨します。

 ３　感染予防対策

〈主催者が行う主な内容〉
(1)新型コロナウイルス感染症対策の体制構築
(2)感染予防用品の確保
(3)ランナー受付時間の拡大
(4)おもてなし広場出展エリアでの体調チェック

（5）スタッフ・ボランティアに対する説明会の非対面化
(6)スタート前の更衣所廃止、時間差スタートの導入（ファンランにおけるスタート

号砲の導入）
(7)地域住民等による沿道応援の自粛要請（オンライン応援の導入）
(8)個包装の給食提供
(9)医療・救護時の感染症対策の徹底
(10)フィニッシュ地点での密回避（完走証のweb発行・給食の簡素化）

〈ランナーの遵守事項〉
【大会前】

(1)緊急事態宣言等の対象地域在住者は、大会への参加を自粛してください（要請）。
(2)令和５年２月２６日（日）からランナー受付当日（令和５年３月３日又は４日）

までの体調（体温・症状）を記録し、受付時に体調チェックシートを提出し
てください。

(3)ご家族、ご友人等に沿道での応援を控えていただくようお伝えください。

【大会当日】
　〈競技前〉

(1)混雑緩和のため、主催者が指定する体調チェック（検温・症状確認）エリ
ア・時間帯にご来場ください。
※発熱（３７.５度以上）、感染疑い症状がない場合、リストバンドをお渡しします。

リストバンドを着用していない方は、ランナーエリアへの入場及び大会参加
はできません。

(2)スタート前に更衣所は利用できません（手荷物預けのみ）。出走用の衣服
を着用した上でご来場ください。

(3)出走用以外の衣服等は手荷物預け所に預けるか又は携帯し、スタート後
に脱ぎ捨てないようにしてください。

(4)スタートブロック内では、フィジカルディスタンスを確保してください。

　〈競技中〉　
(1)マスク等を競技中は携帯し、競技中以外（スタート前・コース上のトイレ・

救護所を含む）では着用してください。
※競技中：スタートからフィニッシュ・リタイア後に呼吸が整うまでの区間

(2)マスク等を着用していない状態での会話は控えてください。
(3)手指消毒薬等を利用して、手指衛生を行うなど感染予防に努めてください。
(4)唾や痰の路上への吐き捨ては控えてください。
(5)給水・給食は可能な限り個人で持ち込んでください。また、紙コップ等は

必ずごみ箱に捨て、飲み残しを道路上に流すなどしないでください。
(6)マスクや飲食物など、個人が持ち込んだものは捨てずにお持ち帰りくだ

さい。
(7)コース上などでは可能な限りフィジカルディスタンスを確保してください。

　〈競技後〉
(1)給水・給食時においては黙食やフィジカルディスタンスの確保など感染

予防に努めてください。
(2)屋内では必ずマスク等を着用してください。
(3)更衣所等では長時間滞在せず、可能な限り速やかに行動してください。

【大会後】
(1)令和５年３月１９日（日）までの体調（体温・症状）をチェックシートに記録し

てください。
(2)感染疑いの症状が発生した場合は、かかりつけ医又は受診・相談セン

ターに相談してください。また、受診・検査を行い、陽性反応が出た場合
は、主催者に報告してください。

(3)感染者に該当した場合は、保健所による疫学調査や濃厚接触者の特定に
ご協力ください。

 ４　返金の対応

対象者・事象 参加料の返金

新型コロナウイルスに感染するなど、
大会当日において参加条件を満たし
ていない方

緊急事態宣言等の対象地域在住者な
ど主催者から参加自粛の要請を受け、
参加しなかった方

大会中止

※参加賞等を送付します。
　（希望者のみ・着払い）

※返金（現金以外を含む。）の金額（参加
料の一部）・方法については、運営に
要した経費等を勘案し、決定します。

※返金（現金以外を含む。）の有無・金額・
方法については、中止決定時期、運営に
要した経費等を勘案し、決定します。

（2022大会：1月に中止を決定し、参加料の約8割を返金）

※全ての対象者・事象において、次回大会では優先エントリーを実施しません。

❶ 日本国内在住者

❷ 政府から入国後の観察を必要とされている国、地域等に一時的に渡航した場合に、帰国後、必要な待機期間を経過していること。

❸ 令和５年２月１２日（日）以降にＳＡＲＳ-ＣｏＶ-２ＰＣＲ検査もしくは抗原検査を行った方については、陰性結果が出ていること。

❹ 保健所から濃厚接触者と認められた場合に、陽性者との最終接触後、健康状態を観察する期間を経過し、症状が出ていないこと。

❺ 令和５年２月２６日（日）から令和５年３月５日（日）まで、発熱（３７.５度以上）や感染疑い症状がないこと。

❻ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないこと。

❼ 個人情報の取得、保健所・医療機関への提供も含め、主催者が行う感染症対策に協力すること。

※１ 入国時の検疫措置として政府が定める期間　※2 濃厚接触者に対して政府が定める待機期間

※1

※2

【重要】一般・ファンランエントリー期間の延長について

M
ON ※一般７,０００人、

　ファンラン２,５００人に
　達した時点で締め切ります。

一般・ファンラン
エントリー期間
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募集要項

1 大会名称
鹿児島マラソン２０２３

（英文名：Kagoshima Marathon 2023）

※制限時間は、スタートの号砲を基準とします。　※参加料とは別にエントリー手数料が必要です。

7 種目/定員/制限時間/参加料
種 目 エントリー区分 定  員 制 限 時 間 参 加 料

マラソン
（42.195km） 9,000人

2,500人

7時間

1時間30分程度

14,000円

4,000円

一般の部
登録の部

中学生以上ファンラン
（8.9km）

個人
グループ（2人～5人）

個人
グループ（2人～5人）

12 個人情報（主催者の法令等の遵守）
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遵守し、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。
個人情報は、大会参加者へのサービスの向上を目的
に、参加案内、記録通知、関連情報の通知、大会協賛・協
力・関係団体からのサービスの提供、記録発表（ランキ
ング等）、アンケート調査等に利用いたします。
※主催者または鹿児島マラソンエントリーセンターから、申込内容

に関する確認や連絡をさせていただく場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症対策として、保健所・医療機関等
に個人情報を提供することがあります。

13 仮装
登録の部及びSブロックへの配置を希望する一般の部
の参加者は、仮装での出走は認めません。
登録の部及びSブロックへの配置を希望する一般の部
以外の参加者は、仮装での出走を認めますが、他のラン
ナーや応援者を不快にさせたり、危険が及ぶ等、スポー
ツイベントにふさわしくない仮装は認めません。
またベビーカーを押しながらの出走、ペットの伴走はで
きません。
当日、主催者の判断で競技中止を指示することがあり
ますのでご注意ください。

14 代替イベントのご案内
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大会中
止とした場合、中止決定時期等により、代替イベントを
実施します。
※イベント概要の詳細は、中止決定後に発表します。
※中止の決定時期によっては代替イベントが開催できない場合もあり

ます。
（1）スマートフォンのGPS機能を活用した距離計測アプリ

「TATTA」を利用したオンラインマラソン
（2）オンラインマラソン開催期間の最終日に給水所やフィ

ニッシュタワーを設置したリアルイベント

15 その他
（1）地震・風水害・荒天・積雪・事件・事故・感染症等により大

会を中止した場合、参加料返金の有無・額・方法につい
ては、その都度主催者が判断し、決定します。

（2）大会参加に当たっては十分にトレーニングし、事前に健
康診断を受診する等、体調には万全の配慮をした上で
参加してください。

（3）大会会場（コース上も含む）において広告目的で企業
名・商品名等を意味する図案及び商標等、広告的なも
のを身につけたり表示することはできません。

（4）大会会場に駐車場はありませんので、公共交通機関を
ご利用ください。なお、公共交通機関、道路事情による
遅刻について、主催者は一切責任を負いません。

（5）大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、コー
ス上、どこでも緊急車両等が通行する可能性がありま
す。その際は、スタッフの指示により一時競技を停止し
ていただきます。

（6）大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び主催
者が承認した第三者が、大会運営及び宣伝等の目的で、
大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・
新聞・雑誌・インターネット等に掲載することがあります。

（7）上記の他、大会に関する事項については主催者の指示
に従ってください。

（8）参加料等の領収書について
●クレジットカード決済の場合、領収証の発行はいた

しません。
　クレジットカード会社の「ご利用明細書」または「請求

書」をご利用ください。
●コンビニエンスストアでの支払いの場合、領収書の

発行はいたしません。お振込の控えを領収書に代え
させていただきます。

5 コース
（1）マラソン

ドルフィンポート跡地前をスタートし、姶
良市重富で折り返し、鹿児島市役所前を
フィニッシュとする日本陸上競技連盟公
認コース

（2）ファンラン
ドルフィンポート跡地前をスタートし、山
形屋前をフィニッシュとするコース

2 開催日時

8：30

10：15
15：30

マラソン　スタート
※一定時間経過後ファンランスタート

ファンラン終了
マラソン終了

（雨天決行）
2023年（令和5年）3月5日（日）

3 受付・体調チェック
〈日時〉2023年（令和5年）3月3日（金）
 　　　　　　10：00～20：30（予定）
 2023年（令和5年）3月4日（土）
 　　　　　　10：00～20：30（予定）

〈場所〉 中央公民館（鹿児島市山下町5-9）
※必ず上記2日間のいずれかで受付をしてください。
※大会当日（3月5日（日））の受付は行いません。

10 関門（予定）
交通・警備・競技運営上、関門を設けます。ただし、
関門以外でも著しく遅れた場合や、交通規制の解
除に影響を及ぼすと主催者が判断した場合は、競
技を中止させていただきます。

距離（km）閉鎖時刻 関門設置場所

第1関門

第2関門

第3関門

第4関門

第5関門

第6関門

第7関門

第8関門

第9関門

白波スタジアム南門

西郷銅像

清水小東

竜ヶ水駅（往路）

重富（折り返し地点先）

白濱神社

竜ヶ水駅（復路）

仙巌園

上本町交差点

4.5

9.4

11.4

17.3

26.1

29.1

33.9

38.9

41.2

9：33

10：15

10：34

11：30

12：53

13：22

14：08

14：55

15：17
※ファンランは第1関門のみとなります。

11 表彰
（1）マラソン総合：男女各1位～8位
（2）マラソン年代別：年齢区分の男女各1位～3位

（24歳以下、25歳以上29歳以下、以下同様に74歳まで5歳刻み、75歳以上）

※（2）については表彰式を行わず、賞状を後日送付いたします。
※完走証はweb発行します。
※飛び賞をご用意いたします。

9 スタート
○マラソン
（1）安全でスムーズなスタートを行うために、日本陸

連登録の有無に関わらず、申込時の申告タイム
を参考にして、スタートまでの待機ブロックを設
定します。

（2）次の条件を満たす方は、スタート最前列のSブ
ロック（新設）からの出走を希望することができ
ます。

※未記入者は、マラソンの最終ブロックからのスタートとなります。
※申告タイムは、実際の走力に応じて記載してください。

○ファンラン
ファンランはマラソンランナーがスタートラインを通
過した後、一定時間を空けてのスタートとなります。
※記録の計測はありません。

①2019年（平成31年）2月1日以降に開催された日本
陸連公認大会において、男子3時間以内、女子3時
間20分以内の記録（グロスタイム）を有すること。

②記録証等を郵送またはメールにて鹿児島マラソン
実行委員会に2022年（令和4年）11月18日まで
に提出すること。

6 参加資格
（1）マラソン

2004年（平成16年）4月1日以前に生まれ
た方
①一般の部：日本陸上競技連盟未登録者 等
②登録の部：2022年度日本陸上競技連盟

登録競技者
※登録の部に参加する競技者が使用するシューズに

ついては、WA規則TR5.2を適用し、靴底の厚さは
40mmまでとする。

（2）ファンラン
中学生以上

※国内在住者に限ります。
※マラソンは6時間40分以内に完走できる方とします。
※マラソン・ファンランとも、車いすでの参加は不可

とし、視覚障害のある方（身体障害者手帳等をお
持ちの方）で単独走行が困難な方は、伴走者及び
ガードランナーをそれぞれ1人つけることができ
ます。（盲導犬の伴走はできません）

※新型コロナウイルス感染症対策に係る参加条件
は別途ご確認ください。

4 競技規則
2022年度日本陸上競技連盟競技規
則及び本大会規定によります。

8 グループエントリー
（1）グループエントリーは、2人～5人でのエントリー

が可能です。
（2）事前にメンバー全員のエントリー内容について確

認をお願いします。
（3）スタートブロックはメンバーそれぞれの申告タイム

別となりますが、同じタイムでエントリーした場合
でも、スタートブロックが異なる場合があります。

申込方法・大会参加までの流れ

一般エントリー ・ ファンラン鹿児島市民枠エントリー

8/25（木） 申込受付開始　　　 （12：00～）先着

8/31（水） 申込締切（～17：00）

インターネット ※2023大会から、インターネットでの申込【先着順】のみとなります。
https://www.kagoshima-marathon.jp/

申込規約
1.主催者は、主催者の責によらない疾病（新型コロナウイルス感染症を含む。）や

紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
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。
3.年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場は認めません。
4.過剰入金・重複入金がなされた場合は、返金に係る手数料を差し引いた金額を

返金いたします。
5.大会の映像・写真・記録・記事・申込者の氏名、年齢、住所（国名、都道府県名ま

たは市区町村名）等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像
権は主催者に帰属します。

6.主催者は、個人情報保護の法令を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。
7.本大会は国内の関連する全ての法律を遵守し、実施されるものとします。
8.主催者は申込規約の他、大会規定に則って大会を開催します。
9.未成年者は必ず保護者の同意を得て申込みをしてください。

10.別に定める「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」をご確認ください。 

申込みに関する注意事項
1.同一人物による重複申込みはできませんので、ご注意ください。 
2.年齢、性別、記録等の虚偽報告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。不正出場が判明した場合、出場が取り消されるばかりでなく、今後、本大会への申込みが

できなくなります。
3.申込手続後の記載内容変更、修正、キャンセルはできません。登録内容に問題がある場合のみ事務局から、ご連絡先のメールアドレスまたは電話番号宛に問い合わせいた

します。
4.エントリーセンター及び事務局へのお電話による申込応募状況のお問い合わせ・照会等はできませんので、ご了承ください。
5.申込みに際しましては、メールアドレスが必要です。また、ご利用の端末機、OS、ブラウザソフトによって申込みができない場合があります。 
6.申込者全員にEメールを送付いたしますが、ご登録いただいたメールアドレスでの通知不着・未着については、再確認はいたしませんので、ご了承ください。
7.大会での代理出走、権利譲渡はできません。このような行為が判明した場合は失格となります。その場合、主催者はいかなる補償や返金もいたしません。
8.インターネット機器・回線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。
9.傷害保険は、主催者が一括加入します。保険の適用範囲は、契約内容に基づくものとします。（新型コロナウイルス感染症は補償の対象外となります。）

10.登録の部の申込みは2022年度日本陸連登録都道府県陸協名・登録番号・氏名（ローマ字）・登録団体名・JAAF IDを入力してください。入力漏れの場合は、公認記録として
認められません。

定員

ふるさと納税枠 令和3年12月1日（水）から令和4年11月30日（水）までに鹿児島
市に「ふるさと納税」を3万円以上された方（鹿児島市民を除く）

「ふるさと納税枠」については、8月25日（木）以降、大会ホームページにて詳細をご案内します。
※出走権は返礼品ではないため、特産品等の返礼品をお受け取りいただけます。
※出走するためには、参加料や払込手数料が別途必要です。

初フルランナーから日本記録を
目指すトップランナーまで、マラ
ソンを走るすべてのランナーを
応援するプロジェクト。

このMCC参加大会に出場したランナーには、下記のような特典
があります。
❶ 大会新記録で優勝したランナーに、タイムに応じて
　 賞金（最高100万円）を授与。
❷ 男子でサブ3、女子でサブ3.5を達成したランナーに
　 「MCC特別記録証」を発行。
❸ 初フルマラソン完走者に「MCC特別記録証」を発行。

詳しくは、MCC公式HPをご覧ください。
https://www.marathon-cc.com/

特別エントリー枠のご案内 マラソンチャレンジカップ
（MCC）とは

特別枠でマラソンに
エントリーしよう！

200人
対 

象 ふるさと納税枠

※先着順
※主催：一般財団法人アールビーズスポーツ財団

●マラソン出走者には、出走タオルをお渡しします。

出走タオル2

●鹿児島市公式観光アプリ「わくわく」と連携し、ランナーの皆様
が楽しめる企画を開催します。

　詳細は決定次第、HPに掲載いたします。

観光アプリ「わくわく」と連携8

鹿児島マラソンのおもてなし！

●「かごしま銭湯温泉郷入浴券」をお渡しします。
　鹿児島の温泉で疲れを癒してください。

鹿児島のよか温泉3
※マラソン（登録の部）は対象外です。
※企業名や商品名、広告宣伝的なもの等、主催者が不適切

と判断する場合は受付できない場合があります。
※参加料に加算して入金していただきます。

●アスリートビブスに氏名やニックネーム（全角５文字以内）を印字すること
ができます。

ニックネームアスリートビブスで走ろう！4

【対象】 マラソン（一般の部）・ファンラン
 インターネット申込者のみ

【料金】 ２００円

サイズ

身長（目安）

胸囲（目安）

SS

160cm

84cm

S

165cm

88cm

M

170cm

92cm

L

175cm

96cm

O

180cm

100cm

XO
185cm

104cm

※申込時にTシャツサイズが未記入の場合、女性はS、男性はMとさせていただきます。
※申込後のサイズ変更はできません。

※２０22年デザインイメージ

参加賞 記念Tシャツ・記念メダル等1

表 面 裏 面

2023

●ランニングポータルサイトでは、これまでスタッフ・ボランティア
に対して高い評価をいただいています。

　今回大会においても、おもてなしの心を大切にランナーの皆様
をお迎えします。

スタッフ・ボランティアの温かさ5

●家族・友人等によるパソコン等を通じてランナーの出走の様子
を確認し応援できる「オンライン応援」の導入を検討していま
す。詳細は決定次第、HPに掲載いたします。

オンライン応援の導入6

●大会終了後に「鹿児島マラソン２０23 後夜祭」を開催予定です。
鹿児島の食や焼酎を楽しみながら鹿児島マラソンの思い出を
語り合いましょう。

後夜祭を開催します！7

9/1（木） 申込受付開始　　　 （12：00～）先着

10/31（月） 申込締切（～17：00）

2023年 2月上旬 参加案内送付 ※詳細は後日大会ホームページにてご案内いたします。

※定員に達した時点で
　締切いたします。

※定員に達した時点で
　締切いたします。

ランナー受付・体調チェック ※アスリートビブス引換証・体調チェックシート持参2023年 3/3（金）
3/4（土）

6：00～7：30 体調チェック 8：30～ スタート大会当日
2023年 3/5（日）

鹿児島市民にWチャンス

※2022年度より、陸連登録の部にエントリーの場合、RUNNETのMyページ「会員情報」から「ローマ字氏名」の登録が必須となりました。登録がないとエントリーボタンが表示されませんので、事前に「ローマ
字氏名」のご登録を必ずお願いします。

●参加賞として、①記念Ｔシャツ、②記念メダル、③クーポン（５００円分）か
ら希望する２つをお選びいただきます。（マラソンのみ。ファンランはT
シャツをお渡しします。）

　※クーポンは、おもてなし広場（中央公園）の飲食・物販ブースでの利用を予定しています。
　※参加賞はランナー受付当日にお渡しします。
　サイズは下表を参考にしてください。（JASPO規格）

申込みに関する問い合わせ

鹿児島マラソンエントリーセンター
※エントリーセンターは、8月25日（木）～10月31日（月）まで開設しています。

TEL:0570-032-448（受付時間：平日10：00-17：00）

JTB鹿児島支店 E-mail :kojm2023@jtb.com

E-mail : spo-kouryu@city.kagoshima.lg.jp大会に関する
問い合わせ

TEL:099-808-3333（受付時間：毎日8：00-21：00）サンサンコールかごしま

TEL:099-803-9621・9622（受付時間：平日8：30-17：15）鹿児島マラソン実行委員会事務局

宿泊に関する問い合わせ

30
20
10
0

5 10 15 20 25 30 35 40 【km】

【m】

細かい起伏や傾斜ありコース高低図

マラソンFINISHSTART ファンランFINISH 折り返し地点

ファンランマラソン（復路）マラソン（往路）

申込みに関する問い合わせ、インターネット申込みの入力・操作方法に関する問い合わせ

（〒892-8677 鹿児島市山下町11-1みなと大通別館５階スポーツ課内）

コース全体MAP

エントリー
期間

SAT

市電軌道敷緑化

天文館

西郷銅像

御楼門

仙巌園（磯庭園）旧鹿児島紡績所技師館（異人館）

ファンランFINISH

マラソンFINISH

START

ファンランFINISH

マラソンFINISH

折り返し地点
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思川

錦江湾

甲突川

姶良市

鹿児島市

桜島

30km

25km

20km

15km

10km

5km

35km

40km

海沿いは
細かい起伏や
傾斜があるよ！

POINT!

帖佐駅

姶良駅

重富駅

竜ヶ水駅

鹿児島駅

鹿児島中央駅

郡元駅

南鹿児島駅

宇宿駅

姶良I.C.

吉田I.C.

甲突川

錦江湾

5km

鹿児島駅

鹿児島中央駅

郡元駅

40km

10

25

10km

3
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●

山形屋

西郷銅像
●

●荒田八幡宮

●中央警察署

●
●

天文館公園

センテラス
天文館

ナポリ通り

中洲通り

甲
南

通り

●県庁

鹿児島大
●

川商ホール●

●多賀山公園

●ドルフィンポート跡地

●市役所

仙巌園（磯庭園）●

吉野公園●

●寺山公園

平松神社●

白濱神社●

天之御中主神社●

重富中●

思川公園
●

西郷隆盛
蘇生の家

●

鳥越トンネル

●ドルフィンポート跡地

ナポリ通り

パース通り

甲
南

通り

中洲通り

鹿児島大
●

市民球場●

●
白波スタジアム

●荒田八幡宮

●中央警察署

●鹿児島新港

魚類市場
●

大久保利通銅像
●

アイムビル●

山形屋●
中央公園●中央公民館

●長田中

●いおワールド
　かごしま水族館

●東郷平八郎銅像

●
鹿児島市役所

川商ホール●

●天文館公園

●センテラス天文館

●
城山公園

●

五代友厚
銅像

鳥越
トンネル

●

坂本龍馬
新婚の碑

●

キラメキ●
テラス

募集要項

1 大会名称
鹿児島マラソン２０２３

（英文名：Kagoshima Marathon 2023）

※制限時間は、スタートの号砲を基準とします。　※参加料とは別にエントリー手数料が必要です。

7 種目/定員/制限時間/参加料
種 目 エントリー区分 定  員 制 限 時 間 参 加 料

マラソン
（42.195km） 9,000人

2,500人

7時間

1時間30分程度

14,000円

4,000円

一般の部
登録の部

中学生以上ファンラン
（8.9km）

個人
グループ（2人～5人）

個人
グループ（2人～5人）

12 個人情報（主催者の法令等の遵守）
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遵守し、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。
個人情報は、大会参加者へのサービスの向上を目的
に、参加案内、記録通知、関連情報の通知、大会協賛・協
力・関係団体からのサービスの提供、記録発表（ランキ
ング等）、アンケート調査等に利用いたします。
※主催者または鹿児島マラソンエントリーセンターから、申込内容

に関する確認や連絡をさせていただく場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症対策として、保健所・医療機関等
に個人情報を提供することがあります。

13 仮装
登録の部及びSブロックへの配置を希望する一般の部
の参加者は、仮装での出走は認めません。
登録の部及びSブロックへの配置を希望する一般の部
以外の参加者は、仮装での出走を認めますが、他のラン
ナーや応援者を不快にさせたり、危険が及ぶ等、スポー
ツイベントにふさわしくない仮装は認めません。
またベビーカーを押しながらの出走、ペットの伴走はで
きません。
当日、主催者の判断で競技中止を指示することがあり
ますのでご注意ください。

14 代替イベントのご案内
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大会中
止とした場合、中止決定時期等により、代替イベントを
実施します。
※イベント概要の詳細は、中止決定後に発表します。
※中止の決定時期によっては代替イベントが開催できない場合もあり

ます。
（1）スマートフォンのGPS機能を活用した距離計測アプリ

「TATTA」を利用したオンラインマラソン
（2）オンラインマラソン開催期間の最終日に給水所やフィ

ニッシュタワーを設置したリアルイベント

15 その他
（1）地震・風水害・荒天・積雪・事件・事故・感染症等により大

会を中止した場合、参加料返金の有無・額・方法につい
ては、その都度主催者が判断し、決定します。

（2）大会参加に当たっては十分にトレーニングし、事前に健
康診断を受診する等、体調には万全の配慮をした上で
参加してください。

（3）大会会場（コース上も含む）において広告目的で企業
名・商品名等を意味する図案及び商標等、広告的なも
のを身につけたり表示することはできません。

（4）大会会場に駐車場はありませんので、公共交通機関を
ご利用ください。なお、公共交通機関、道路事情による
遅刻について、主催者は一切責任を負いません。

（5）大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、コー
ス上、どこでも緊急車両等が通行する可能性がありま
す。その際は、スタッフの指示により一時競技を停止し
ていただきます。

（6）大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び主催
者が承認した第三者が、大会運営及び宣伝等の目的で、
大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・
新聞・雑誌・インターネット等に掲載することがあります。

（7）上記の他、大会に関する事項については主催者の指示
に従ってください。

（8）参加料等の領収書について
●クレジットカード決済の場合、領収証の発行はいた

しません。
　クレジットカード会社の「ご利用明細書」または「請求

書」をご利用ください。
●コンビニエンスストアでの支払いの場合、領収書の

発行はいたしません。お振込の控えを領収書に代え
させていただきます。

5 コース
（1）マラソン

ドルフィンポート跡地前をスタートし、姶
良市重富で折り返し、鹿児島市役所前を
フィニッシュとする日本陸上競技連盟公
認コース

（2）ファンラン
ドルフィンポート跡地前をスタートし、山
形屋前をフィニッシュとするコース

2 開催日時

8：30

10：15
15：30

マラソン　スタート
※一定時間経過後ファンランスタート

ファンラン終了
マラソン終了

（雨天決行）
2023年（令和5年）3月5日（日）

3 受付・体調チェック
〈日時〉2023年（令和5年）3月3日（金）
 　　　　　　10：00～20：30（予定）
 2023年（令和5年）3月4日（土）
 　　　　　　10：00～20：30（予定）

〈場所〉 中央公民館（鹿児島市山下町5-9）
※必ず上記2日間のいずれかで受付をしてください。
※大会当日（3月5日（日））の受付は行いません。

10 関門（予定）
交通・警備・競技運営上、関門を設けます。ただし、
関門以外でも著しく遅れた場合や、交通規制の解
除に影響を及ぼすと主催者が判断した場合は、競
技を中止させていただきます。

距離（km）閉鎖時刻 関門設置場所

第1関門

第2関門

第3関門

第4関門

第5関門

第6関門

第7関門

第8関門

第9関門

白波スタジアム南門

西郷銅像

清水小東

竜ヶ水駅（往路）

重富（折り返し地点先）

白濱神社

竜ヶ水駅（復路）

仙巌園

上本町交差点

4.5

9.4

11.4

17.3

26.1

29.1

33.9

38.9

41.2

9：33

10：15

10：34

11：30

12：53

13：22

14：08

14：55

15：17
※ファンランは第1関門のみとなります。

11 表彰
（1）マラソン総合：男女各1位～8位
（2）マラソン年代別：年齢区分の男女各1位～3位

（24歳以下、25歳以上29歳以下、以下同様に74歳まで5歳刻み、75歳以上）

※（2）については表彰式を行わず、賞状を後日送付いたします。
※完走証はweb発行します。
※飛び賞をご用意いたします。

9 スタート
○マラソン
（1）安全でスムーズなスタートを行うために、日本陸

連登録の有無に関わらず、申込時の申告タイム
を参考にして、スタートまでの待機ブロックを設
定します。

（2）次の条件を満たす方は、スタート最前列のSブ
ロック（新設）からの出走を希望することができ
ます。

※未記入者は、マラソンの最終ブロックからのスタートとなります。
※申告タイムは、実際の走力に応じて記載してください。

○ファンラン
ファンランはマラソンランナーがスタートラインを通
過した後、一定時間を空けてのスタートとなります。
※記録の計測はありません。

①2019年（平成31年）2月1日以降に開催された日本
陸連公認大会において、男子3時間以内、女子3時
間20分以内の記録（グロスタイム）を有すること。

②記録証等を郵送またはメールにて鹿児島マラソン
実行委員会に2022年（令和4年）11月18日まで
に提出すること。

6 参加資格
（1）マラソン

2004年（平成16年）4月1日以前に生まれ
た方
①一般の部：日本陸上競技連盟未登録者 等
②登録の部：2022年度日本陸上競技連盟

登録競技者
※登録の部に参加する競技者が使用するシューズに

ついては、WA規則TR5.2を適用し、靴底の厚さは
40mmまでとする。

（2）ファンラン
中学生以上

※国内在住者に限ります。
※マラソンは6時間40分以内に完走できる方とします。
※マラソン・ファンランとも、車いすでの参加は不可

とし、視覚障害のある方（身体障害者手帳等をお
持ちの方）で単独走行が困難な方は、伴走者及び
ガードランナーをそれぞれ1人つけることができ
ます。（盲導犬の伴走はできません）

※新型コロナウイルス感染症対策に係る参加条件
は別途ご確認ください。

4 競技規則
2022年度日本陸上競技連盟競技規
則及び本大会規定によります。

8 グループエントリー
（1）グループエントリーは、2人～5人でのエントリー

が可能です。
（2）事前にメンバー全員のエントリー内容について確

認をお願いします。
（3）スタートブロックはメンバーそれぞれの申告タイム

別となりますが、同じタイムでエントリーした場合
でも、スタートブロックが異なる場合があります。

申込方法・大会参加までの流れ

一般エントリー ・ ファンラン鹿児島市民枠エントリー

8/25（木） 申込受付開始　　　 （12：00～）先着

8/31（水） 申込締切（～17：00）

インターネット ※2023大会から、インターネットでの申込【先着順】のみとなります。
https://www.kagoshima-marathon.jp/

申込規約
1.主催者は、主催者の責によらない疾病（新型コロナウイルス感染症を含む。）や

紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
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。
3.年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場は認めません。
4.過剰入金・重複入金がなされた場合は、返金に係る手数料を差し引いた金額を

返金いたします。
5.大会の映像・写真・記録・記事・申込者の氏名、年齢、住所（国名、都道府県名ま

たは市区町村名）等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像
権は主催者に帰属します。

6.主催者は、個人情報保護の法令を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。
7.本大会は国内の関連する全ての法律を遵守し、実施されるものとします。
8.主催者は申込規約の他、大会規定に則って大会を開催します。
9.未成年者は必ず保護者の同意を得て申込みをしてください。

10.別に定める「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」をご確認ください。 

申込みに関する注意事項
1.同一人物による重複申込みはできませんので、ご注意ください。 
2.年齢、性別、記録等の虚偽報告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。不正出場が判明した場合、出場が取り消されるばかりでなく、今後、本大会への申込みが

できなくなります。
3.申込手続後の記載内容変更、修正、キャンセルはできません。登録内容に問題がある場合のみ事務局から、ご連絡先のメールアドレスまたは電話番号宛に問い合わせいた

します。
4.エントリーセンター及び事務局へのお電話による申込応募状況のお問い合わせ・照会等はできませんので、ご了承ください。
5.申込みに際しましては、メールアドレスが必要です。また、ご利用の端末機、OS、ブラウザソフトによって申込みができない場合があります。 
6.申込者全員にEメールを送付いたしますが、ご登録いただいたメールアドレスでの通知不着・未着については、再確認はいたしませんので、ご了承ください。
7.大会での代理出走、権利譲渡はできません。このような行為が判明した場合は失格となります。その場合、主催者はいかなる補償や返金もいたしません。
8.インターネット機器・回線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。
9.傷害保険は、主催者が一括加入します。保険の適用範囲は、契約内容に基づくものとします。（新型コロナウイルス感染症は補償の対象外となります。）

10.登録の部の申込みは2022年度日本陸連登録都道府県陸協名・登録番号・氏名（ローマ字）・登録団体名・JAAF IDを入力してください。入力漏れの場合は、公認記録として
認められません。

鹿児島市民枠

定員

ふるさと納税枠

「鹿児島市民枠」のエントリーが定員に達した場合にも、一般エント
リーでの申込が可能です。

令和3年12月1日（土）から令和4年11月30日（土）までに鹿児島
市に「ふるさと納税」を3万円以上された方（鹿児島市民を除く）

「ふるさと納税枠」については、8月25日（木）以降、大会ホームページにて詳細をご案内します。
※出走権は返礼品ではないため、特産品等の返礼品をお受け取りいただけます。
※出走するためには、参加料や払込手数料が別途必要です。

※グループエントリーの場合は、グループ全員が鹿児島市居住者
である場合に限り、鹿児島市民枠の対象となります。

初フルランナーから日本記録を
目指すトップランナーまで、マラ
ソンを走るすべてのランナーを
応援するプロジェクト。

このMCC参加大会に出場したランナーには、下記のような特典
があります。
❶ 大会新記録で優勝したランナーに、タイムに応じて
　 賞金（最高100万円）を授与。
❷ 男子でサブ3、女子でサブ3.5を達成したランナーに
　 「MCC特別記録証」を発行。
❸ 初フルマラソン完走者に「MCC特別記録証」を発行。

詳しくは、MCC公式HPをご覧ください。
https://www.marathon-cc.com/

特別エントリー枠のご案内 マラソンチャレンジカップ
（MCC）とは

鹿児島市民対象の先行エントリー！ 特別枠で
マラソンに

エントリーしよう！

2,000人
定員200人

対 

象 ふるさと納税枠

※先着順 ※主催：一般財団法人アールビーズスポーツ財団

●マラソン出走者には、出走タオルをお渡しします。

出走タオル2

●鹿児島市公式観光アプリ「わくわく」と連携し、ランナーの皆様
が楽しめる企画を開催します。

　詳細は決定次第、HPに掲載いたします。

観光アプリ「わくわく」と連携8

鹿児島マラソンのおもてなし！

●「かごしま銭湯温泉郷入浴券」をお渡しします。
　鹿児島の温泉で疲れを癒してください。

鹿児島のよか温泉3
※マラソン（登録の部）は対象外です。
※企業名や商品名、広告宣伝的なもの等、主催者が不適切

と判断する場合は受付できない場合があります。
※参加料に加算して入金していただきます。

●アスリートビブスに氏名やニックネーム（全角５文字以内）を印字すること
ができます。

ニックネームアスリートビブスで走ろう！4

【対象】 マラソン（一般の部）・ファンラン
 インターネット申込者のみ

【料金】 ２００円

サイズ

身長（目安）

胸囲（目安）

SS

160cm

84cm

S

165cm

88cm

M

170cm

92cm

L

175cm

96cm

O

180cm

100cm

XO
185cm

104cm

※申込時にTシャツサイズが未記入の場合、女性はS、男性はMとさせていただきます。
※申込後のサイズ変更はできません。

※２０22年デザインイメージ

参加賞 記念Tシャツ・記念メダル等1

表 面 裏 面

2023

●ランニングポータルサイトでは、これまでスタッフ・ボランティア
に対して高い評価をいただいています。

　今回大会においても、おもてなしの心を大切にランナーの皆様
をお迎えします。

スタッフ・ボランティアの温かさ5

●家族・友人等によるパソコン等を通じてランナーの出走の様子
を確認し応援できる「オンライン応援」の導入を検討していま
す。詳細は決定次第、HPに掲載いたします。

オンライン応援の導入6

●大会終了後に「鹿児島マラソン２０23 後夜祭」を開催予定です。
鹿児島の食や焼酎を楽しみながら鹿児島マラソンの思い出を
語り合いましょう。

後夜祭を開催します！7

9/1（木） 申込受付開始　　　 （12：00～）先着

9/30（金） 申込締切（～17：00）

2023年 2月上旬 参加案内送付 ※詳細は後日大会ホームページにてご案内いたします。

※定員に達した時点で
　締切いたします。

※定員に達した時点で
　締切いたします。

ランナー受付・体調チェック ※アスリートビブス引換証・体調チェックシート持参2023年 3/3（金）
3/4（土）

6：00～7：30 体調チェック 8：30～ スタート大会当日
2023年 3/5（日）

鹿児島市民にWチャンス

※2022年度より、陸連登録の部にエントリーの場合、RUNNETのMyページ「会員情報」から「ローマ字氏名」の登録が必須となりました。登録がないとエントリーボタンが表示されませんので、事前に「ローマ
字氏名」のご登録を必ずお願いします。

●参加賞として、①記念Ｔシャツ、②記念メダル、③クーポン（５００円分）か
ら希望する２つをお選びいただきます。（マラソンのみ。ファンランはT
シャツをお渡しします。）

　※クーポンは、おもてなし広場（中央公園）の飲食・物販ブースでの利用を予定しています。
　※参加賞はランナー受付当日にお渡しします。
　サイズは下表を参考にしてください。（JASPO規格）

申込みに関する問い合わせ

鹿児島マラソンエントリーセンター
※エントリーセンターは、8月25日（木）～9月30日（金）まで開設しています。

TEL:0570-032-448（受付時間：平日10：00-17：00）

JTB鹿児島支店 E-mail :kojm2023@jtb.com

E-mail : spo-kouryu@city.kagoshima.lg.jp大会に関する
問い合わせ

TEL:099-808-3333（受付時間：毎日8：00-21：00）サンサンコールかごしま

TEL:099-803-9621・9622（受付時間：平日8：30-17：15）鹿児島マラソン実行委員会事務局

宿泊に関する問い合わせ

30
20
10
0

5 10 15 20 25 30 35 40 【km】

【m】

細かい起伏や傾斜ありコース高低図

マラソンFINISHSTART ファンランFINISH 折り返し地点

ファンランマラソン（復路）マラソン（往路）

申込みに関する問い合わせ、インターネット申込みの入力・操作方法に関する問い合わせ

（〒892-8677 鹿児島市山下町11-1みなと大通別館５階スポーツ課内）

コース全体MAP

市電軌道敷緑化

天文館

西郷銅像

御楼門

仙巌園（磯庭園）旧鹿児島紡績所技師館（異人館）

ファンランFINISH

マラソンFINISH

START

ファンランFINISH

マラソンFINISH

折り返し地点

START
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思川

錦江湾

甲突川

姶良市

鹿児島市

桜島

30km

25km

20km

15km

10km

5km

35km

40km

海沿いは
細かい起伏や
傾斜があるよ！

POINT!

帖佐駅

姶良駅

重富駅

竜ヶ水駅

鹿児島駅

鹿児島中央駅

郡元駅

南鹿児島駅

宇宿駅

姶良I.C.

吉田I.C.

甲突川

錦江湾

5km

鹿児島駅

鹿児島中央駅

郡元駅

40km

10

25

10km

3
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●

山形屋

西郷銅像
●

●荒田八幡宮

●中央警察署

●
●

天文館公園

センテラス
天文館

ナポリ通り

中洲通り
甲

南
通り

●県庁

鹿児島大
●

川商ホール●

●多賀山公園

●ドルフィンポート跡地

●市役所

仙巌園（磯庭園）●

吉野公園●

●寺山公園

平松神社●

白濱神社●

天之御中主神社●

重富中●

思川公園
●

西郷隆盛
蘇生の家

●

鳥越トンネル

●ドルフィンポート跡地

ナポリ通り

パース通り

甲
南

通り

中洲通り

鹿児島大
●

市民球場●

●
白波スタジアム

●荒田八幡宮

●中央警察署

●鹿児島新港

魚類市場
●

大久保利通銅像
●

アイムビル●

山形屋●
中央公園●中央公民館

●長田中

●いおワールド
　かごしま水族館

●東郷平八郎銅像

●
鹿児島市役所

川商ホール●

●天文館公園

●センテラス天文館

●
城山公園

●

五代友厚
銅像

鳥越
トンネル

●

坂本龍馬
新婚の碑

●

キラメキ●
テラス

募集要項

1 大会名称
鹿児島マラソン２０２３

（英文名：Kagoshima Marathon 2023）

※制限時間は、スタートの号砲を基準とします。　※参加料とは別にエントリー手数料が必要です。

7 種目/定員/制限時間/参加料
種 目 エントリー区分 定  員 制 限 時 間 参 加 料

マラソン
（42.195km） 9,000人

2,500人

7時間

1時間30分程度

14,000円

4,000円

一般の部
登録の部

中学生以上ファンラン
（8.9km）

個人
グループ（2人～5人）

個人
グループ（2人～5人）

12 個人情報（主催者の法令等の遵守）
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遵守し、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。
個人情報は、大会参加者へのサービスの向上を目的
に、参加案内、記録通知、関連情報の通知、大会協賛・協
力・関係団体からのサービスの提供、記録発表（ランキ
ング等）、アンケート調査等に利用いたします。
※主催者または鹿児島マラソンエントリーセンターから、申込内容

に関する確認や連絡をさせていただく場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症対策として、保健所・医療機関等
に個人情報を提供することがあります。

13 仮装
登録の部及びSブロックへの配置を希望する一般の部
の参加者は、仮装での出走は認めません。
登録の部及びSブロックへの配置を希望する一般の部
以外の参加者は、仮装での出走を認めますが、他のラン
ナーや応援者を不快にさせたり、危険が及ぶ等、スポー
ツイベントにふさわしくない仮装は認めません。
またベビーカーを押しながらの出走、ペットの伴走はで
きません。
当日、主催者の判断で競技中止を指示することがあり
ますのでご注意ください。

14 代替イベントのご案内
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大会中
止とした場合、中止決定時期等により、代替イベントを
実施します。
※イベント概要の詳細は、中止決定後に発表します。
※中止の決定時期によっては代替イベントが開催できない場合もあり

ます。
（1）スマートフォンのGPS機能を活用した距離計測アプリ

「TATTA」を利用したオンラインマラソン
（2）オンラインマラソン開催期間の最終日に給水所やフィ

ニッシュタワーを設置したリアルイベント

15 その他
（1）地震・風水害・荒天・積雪・事件・事故・感染症等により大

会を中止した場合、参加料返金の有無・額・方法につい
ては、その都度主催者が判断し、決定します。

（2）大会参加に当たっては十分にトレーニングし、事前に健
康診断を受診する等、体調には万全の配慮をした上で
参加してください。

（3）大会会場（コース上も含む）において広告目的で企業
名・商品名等を意味する図案及び商標等、広告的なも
のを身につけたり表示することはできません。

（4）大会会場に駐車場はありませんので、公共交通機関を
ご利用ください。なお、公共交通機関、道路事情による
遅刻について、主催者は一切責任を負いません。

（5）大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、コー
ス上、どこでも緊急車両等が通行する可能性がありま
す。その際は、スタッフの指示により一時競技を停止し
ていただきます。

（6）大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び主催
者が承認した第三者が、大会運営及び宣伝等の目的で、
大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・
新聞・雑誌・インターネット等に掲載することがあります。

（7）上記の他、大会に関する事項については主催者の指示
に従ってください。

（8）参加料等の領収書について
●クレジットカード決済の場合、領収証の発行はいた

しません。
　クレジットカード会社の「ご利用明細書」または「請求

書」をご利用ください。
●コンビニエンスストアでの支払いの場合、領収書の

発行はいたしません。お振込の控えを領収書に代え
させていただきます。

5 コース
（1）マラソン

ドルフィンポート跡地前をスタートし、姶
良市重富で折り返し、鹿児島市役所前を
フィニッシュとする日本陸上競技連盟公
認コース

（2）ファンラン
ドルフィンポート跡地前をスタートし、山
形屋前をフィニッシュとするコース

2 開催日時

8：30

10：15
15：30

マラソン　スタート
※一定時間経過後ファンランスタート

ファンラン終了
マラソン終了

（雨天決行）
2023年（令和5年）3月5日（日）

3 受付・体調チェック
〈日時〉2023年（令和5年）3月3日（金）
 　　　　　　10：00～20：30（予定）
 2023年（令和5年）3月4日（土）
 　　　　　　10：00～20：30（予定）

〈場所〉 中央公民館（鹿児島市山下町5-9）
※必ず上記2日間のいずれかで受付をしてください。
※大会当日（3月5日（日））の受付は行いません。

10 関門（予定）
交通・警備・競技運営上、関門を設けます。ただし、
関門以外でも著しく遅れた場合や、交通規制の解
除に影響を及ぼすと主催者が判断した場合は、競
技を中止させていただきます。

距離（km）閉鎖時刻 関門設置場所

第1関門

第2関門

第3関門

第4関門

第5関門

第6関門

第7関門

第8関門

第9関門

白波スタジアム南門

西郷銅像

清水小東

竜ヶ水駅（往路）

重富（折り返し地点先）

白濱神社

竜ヶ水駅（復路）

仙巌園

上本町交差点

4.5

9.4

11.4

17.3

26.1

29.1

33.9

38.9

41.2

9：33

10：15

10：34

11：30

12：53

13：22

14：08

14：55

15：17
※ファンランは第1関門のみとなります。

11 表彰
（1）マラソン総合：男女各1位～8位
（2）マラソン年代別：年齢区分の男女各1位～3位

（24歳以下、25歳以上29歳以下、以下同様に74歳まで5歳刻み、75歳以上）

※（2）については表彰式を行わず、賞状を後日送付いたします。
※完走証はweb発行します。
※飛び賞をご用意いたします。

9 スタート
○マラソン
（1）安全でスムーズなスタートを行うために、日本陸

連登録の有無に関わらず、申込時の申告タイム
を参考にして、スタートまでの待機ブロックを設
定します。

（2）次の条件を満たす方は、スタート最前列のSブ
ロック（新設）からの出走を希望することができ
ます。

※未記入者は、マラソンの最終ブロックからのスタートとなります。
※申告タイムは、実際の走力に応じて記載してください。

○ファンラン
ファンランはマラソンランナーがスタートラインを通
過した後、一定時間を空けてのスタートとなります。
※記録の計測はありません。

①2019年（平成31年）2月1日以降に開催された日本
陸連公認大会において、男子3時間以内、女子3時
間20分以内の記録（グロスタイム）を有すること。

②記録証等を郵送またはメールにて鹿児島マラソン
実行委員会に2022年（令和4年）11月18日まで
に提出すること。

6 参加資格
（1）マラソン

2004年（平成16年）4月1日以前に生まれ
た方
①一般の部：日本陸上競技連盟未登録者 等
②登録の部：2022年度日本陸上競技連盟

登録競技者
※登録の部に参加する競技者が使用するシューズに

ついては、WA規則TR5.2を適用し、靴底の厚さは
40mmまでとする。

（2）ファンラン
中学生以上

※国内在住者に限ります。
※マラソンは6時間40分以内に完走できる方とします。
※マラソン・ファンランとも、車いすでの参加は不可

とし、視覚障害のある方（身体障害者手帳等をお
持ちの方）で単独走行が困難な方は、伴走者及び
ガードランナーをそれぞれ1人つけることができ
ます。（盲導犬の伴走はできません）

※新型コロナウイルス感染症対策に係る参加条件
は別途ご確認ください。

4 競技規則
2022年度日本陸上競技連盟競技規
則及び本大会規定によります。

8 グループエントリー
（1）グループエントリーは、2人～5人でのエントリー

が可能です。
（2）事前にメンバー全員のエントリー内容について確

認をお願いします。
（3）スタートブロックはメンバーそれぞれの申告タイム

別となりますが、同じタイムでエントリーした場合
でも、スタートブロックが異なる場合があります。

申込方法・大会参加までの流れ

一般エントリー ・ ファンラン鹿児島市民枠エントリー

8/25（木） 申込受付開始　　　 （12：00～）先着

8/31（水） 申込締切（～17：00）

インターネット ※2023大会から、インターネットでの申込【先着順】のみとなります。
https://www.kagoshima-marathon.jp/

申込規約
1.主催者は、主催者の責によらない疾病（新型コロナウイルス感染症を含む。）や

紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
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。
3.年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場は認めません。
4.過剰入金・重複入金がなされた場合は、返金に係る手数料を差し引いた金額を

返金いたします。
5.大会の映像・写真・記録・記事・申込者の氏名、年齢、住所（国名、都道府県名ま

たは市区町村名）等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像
権は主催者に帰属します。

6.主催者は、個人情報保護の法令を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。
7.本大会は国内の関連する全ての法律を遵守し、実施されるものとします。
8.主催者は申込規約の他、大会規定に則って大会を開催します。
9.未成年者は必ず保護者の同意を得て申込みをしてください。

10.別に定める「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」をご確認ください。 

申込みに関する注意事項
1.同一人物による重複申込みはできませんので、ご注意ください。 
2.年齢、性別、記録等の虚偽報告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。不正出場が判明した場合、出場が取り消されるばかりでなく、今後、本大会への申込みが

できなくなります。
3.申込手続後の記載内容変更、修正、キャンセルはできません。登録内容に問題がある場合のみ事務局から、ご連絡先のメールアドレスまたは電話番号宛に問い合わせいた

します。
4.エントリーセンター及び事務局へのお電話による申込応募状況のお問い合わせ・照会等はできませんので、ご了承ください。
5.申込みに際しましては、メールアドレスが必要です。また、ご利用の端末機、OS、ブラウザソフトによって申込みができない場合があります。 
6.申込者全員にEメールを送付いたしますが、ご登録いただいたメールアドレスでの通知不着・未着については、再確認はいたしませんので、ご了承ください。
7.大会での代理出走、権利譲渡はできません。このような行為が判明した場合は失格となります。その場合、主催者はいかなる補償や返金もいたしません。
8.インターネット機器・回線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。
9.傷害保険は、主催者が一括加入します。保険の適用範囲は、契約内容に基づくものとします。（新型コロナウイルス感染症は補償の対象外となります。）

10.登録の部の申込みは2022年度日本陸連登録都道府県陸協名・登録番号・氏名（ローマ字）・登録団体名・JAAF IDを入力してください。入力漏れの場合は、公認記録として
認められません。

定員

ふるさと納税枠 令和3年12月1日（水）から令和4年11月30日（水）までに鹿児島
市に「ふるさと納税」を3万円以上された方（鹿児島市民を除く）

「ふるさと納税枠」については、8月25日（木）以降、大会ホームページにて詳細をご案内します。
※出走権は返礼品ではないため、特産品等の返礼品をお受け取りいただけます。
※出走するためには、参加料や払込手数料が別途必要です。

初フルランナーから日本記録を
目指すトップランナーまで、マラ
ソンを走るすべてのランナーを
応援するプロジェクト。

このMCC参加大会に出場したランナーには、下記のような特典
があります。
❶ 大会新記録で優勝したランナーに、タイムに応じて
　 賞金（最高100万円）を授与。
❷ 男子でサブ3、女子でサブ3.5を達成したランナーに
　 「MCC特別記録証」を発行。
❸ 初フルマラソン完走者に「MCC特別記録証」を発行。

詳しくは、MCC公式HPをご覧ください。
https://www.marathon-cc.com/

特別エントリー枠のご案内 マラソンチャレンジカップ
（MCC）とは

特別枠でマラソンに
エントリーしよう！

200人
対 

象 ふるさと納税枠

※先着順
※主催：一般財団法人アールビーズスポーツ財団

●マラソン出走者には、出走タオルをお渡しします。

出走タオル2

●鹿児島市公式観光アプリ「わくわく」と連携し、ランナーの皆様
が楽しめる企画を開催します。

　詳細は決定次第、HPに掲載いたします。

観光アプリ「わくわく」と連携8

鹿児島マラソンのおもてなし！

●「かごしま銭湯温泉郷入浴券」をお渡しします。
　鹿児島の温泉で疲れを癒してください。

鹿児島のよか温泉3
※マラソン（登録の部）は対象外です。
※企業名や商品名、広告宣伝的なもの等、主催者が不適切

と判断する場合は受付できない場合があります。
※参加料に加算して入金していただきます。

●アスリートビブスに氏名やニックネーム（全角５文字以内）を印字すること
ができます。

ニックネームアスリートビブスで走ろう！4

【対象】 マラソン（一般の部）・ファンラン
 インターネット申込者のみ

【料金】 ２００円

サイズ

身長（目安）

胸囲（目安）

SS

160cm

84cm

S

165cm

88cm

M

170cm

92cm

L

175cm

96cm

O

180cm

100cm

XO
185cm

104cm

※申込時にTシャツサイズが未記入の場合、女性はS、男性はMとさせていただきます。
※申込後のサイズ変更はできません。

※２０22年デザインイメージ

参加賞 記念Tシャツ・記念メダル等1

表 面 裏 面

2023

●ランニングポータルサイトでは、これまでスタッフ・ボランティア
に対して高い評価をいただいています。

　今回大会においても、おもてなしの心を大切にランナーの皆様
をお迎えします。

スタッフ・ボランティアの温かさ5

●家族・友人等によるパソコン等を通じてランナーの出走の様子
を確認し応援できる「オンライン応援」の導入を検討していま
す。詳細は決定次第、HPに掲載いたします。

オンライン応援の導入6

●大会終了後に「鹿児島マラソン２０23 後夜祭」を開催予定です。
鹿児島の食や焼酎を楽しみながら鹿児島マラソンの思い出を
語り合いましょう。

後夜祭を開催します！7

9/1（木） 申込受付開始　　　 （12：00～）先着

10/31（月） 申込締切（～17：00）

2023年 2月上旬 参加案内送付 ※詳細は後日大会ホームページにてご案内いたします。

※定員に達した時点で
　締切いたします。

※定員に達した時点で
　締切いたします。

ランナー受付・体調チェック ※アスリートビブス引換証・体調チェックシート持参2023年 3/3（金）
3/4（土）

6：00～7：30 体調チェック 8：30～ スタート大会当日
2023年 3/5（日）

鹿児島市民にWチャンス

※2022年度より、陸連登録の部にエントリーの場合、RUNNETのMyページ「会員情報」から「ローマ字氏名」の登録が必須となりました。登録がないとエントリーボタンが表示されませんので、事前に「ローマ
字氏名」のご登録を必ずお願いします。

●参加賞として、①記念Ｔシャツ、②記念メダル、③クーポン（５００円分）か
ら希望する２つをお選びいただきます。（マラソンのみ。ファンランはT
シャツをお渡しします。）

　※クーポンは、おもてなし広場（中央公園）の飲食・物販ブースでの利用を予定しています。
　※参加賞はランナー受付当日にお渡しします。
　サイズは下表を参考にしてください。（JASPO規格）

申込みに関する問い合わせ

鹿児島マラソンエントリーセンター
※エントリーセンターは、8月25日（木）～10月31日（月）まで開設しています。

TEL:0570-032-448（受付時間：平日10：00-17：00）

JTB鹿児島支店 E-mail :kojm2023@jtb.com

E-mail : spo-kouryu@city.kagoshima.lg.jp大会に関する
問い合わせ

TEL:099-808-3333（受付時間：毎日8：00-21：00）サンサンコールかごしま

TEL:099-803-9621・9622（受付時間：平日8：30-17：15）鹿児島マラソン実行委員会事務局

宿泊に関する問い合わせ
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新型コロナウイルス感染症対策への
ご理解とご協力のお願い
下記事項に該当する方のみ参加できます。

感染予防対策に関する主な遵守事項は以下のとおりです。
※その他事項は裏面をご確認ください。

健康管理

●令和５年２月２６日（日）からランナー受付当日（令和５年３
月３日又は４日）までの体調（体温・症状）を記録し、受付時
に体調チェックシートを提出してください。

●手指消毒薬等を利用して、手指衛生を行うなど感染予防
に努めてください。

体調チェックの実施

●大会当日（令和５年３月５日）は、混雑緩和のため、主催者が
指定する体調チェック（検温・症状確認）エリア・時間帯にご
来場ください。
※発熱（３７.５度以上）、感染疑い症状がない場合、リストバンドをお渡ししま

す。リストバンドを着用していない方は、ランナーエリアへの入場及び大会
参加はできません。

給水・給食

●給水・給食は可能な限り個人で持ち込んでください。
●給水・給食時においては黙食やフィジカルディスタンスの

確保など感染予防に努めてください。

ごみ等の処理

●紙コップ等は必ずごみ箱に捨て、飲み残しを道路上に流す
などしないでください。

●マスクや飲食物など、個人が持ち込んだものは捨てずに
お持ち帰りください。

●唾や痰の路上への吐き捨ては控えてください。

マスク等の着用

●マスク等を競技中は携帯し、競技中以外（スタート前・コー
ス上のトイレ・救護所を含む）では着用してください。

●マスク等を着用していない状態での会話は控えてください。
●屋内では必ずマスク等を着用してください。

更衣所・手荷物預け所

●スタート前に更衣所は利用できません（手荷物預けのみ）。
出走用の衣服を着用した上でご来場ください。

●出走用以外の衣服等は手荷物預け所に預けるか又は携帯し、
スタート後に脱ぎ捨てないようにしてください。

●更衣所等では長時間滞在せず、可能な限り速やかに行動し
てください。

鹿児島マラソン2023新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

※1

※2

　本ガイドラインは、鹿児島マラソン２０２３の開催に当たり、新型コロナウイルス
感染症対策に関して定めたものです。参加条件やランナーの皆様に遵守してい
ただく事項等をご確認いただき、承諾した上で、お申し込みください。
　なお、新型コロナウイルス感染症に関する状況等により、ガイドラインの内
容を変更する場合があります。

 １　開催可否の判断基準

　(1)緊急事態宣言等の未発令
・鹿児島県全域を対象地域とした緊急事態宣言等又は鹿児島県、鹿児島
市もしくは姶良市において緊急事態宣言に類する宣言が発令されておら
ず、イベント開催等の自粛が要請されていないこと。

　(2)関係自治体の同意
・鹿児島県、鹿児島市及び姶良市から大会開催について同意が得られて
いること。

　(3)診療体制の確保
・鹿児島市及び姶良市において、新型コロナウイルス感染症に関する診療
体制が確保されていること。

　(4)運営体制の確保
・新型コロナウイルス感染症対策を講じた大会開催に当たり、人的、物的
及び財務的に運営体制が確保されていること。

 ２　参加条件

　(1)日本国内在住者
(2)政府から入国後の観察を必要とされている国、地域等に一時的に渡航し

た場合に、帰国後、必要な待機期間を経過していること。
(3)令和５年２月１２日（日）以降にＳＡＲＳ-ＣｏＶ-２ＰＣＲ検査もしくは抗原検査を

行った方については、陰性結果が出ていること。
(4)保健所から濃厚接触者と認められた場合に、陽性者との最終接触後、

健康状態を観察する期間を経過し、症状が出ていないこと。
(5)令和５年２月２６日（日）から令和５年３月５日（日）まで、発熱（３７.５度以上）

や感染疑い症状がないこと。
　(6)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないこと。

(7)個人情報の取得、保健所・医療機関への提供も含め、主催者が行う感染
症対策に協力すること。

※１ 入国時の検疫措置として政府が定める期間　
※2 濃厚接触者に対して政府が定める待機期間

〈留意事項〉
(1)高齢者や基礎疾患を有する方は、新型コロナウイルスに感染した場合、

重症化するリスクが高いことを認識した上でご参加ください。
(2)厚生労働省の接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用を推奨します。

 ３　感染予防対策

〈主催者が行う主な内容〉
(1)新型コロナウイルス感染症対策の体制構築
(2)感染予防用品の確保
(3)ランナー受付時間の拡大
(4)おもてなし広場出展エリアでの体調チェック

（5）スタッフ・ボランティアに対する説明会の非対面化
(6)スタート前の更衣所廃止、時間差スタートの導入（ファンランにおけるスタート

号砲の導入）
(7)地域住民等による沿道応援の自粛要請（オンライン応援の導入）
(8)個包装の給食提供
(9)医療・救護時の感染症対策の徹底
(10)フィニッシュ地点での密回避（完走証のweb発行・給食の簡素化）

〈ランナーの遵守事項〉
【大会前】

(1)緊急事態宣言等の対象地域在住者は、大会への参加を自粛してください（要請）。
(2)令和５年２月２６日（日）からランナー受付当日（令和５年３月３日又は４日）

までの体調（体温・症状）を記録し、受付時に体調チェックシートを提出し
てください。

(3)ご家族、ご友人等に沿道での応援を控えていただくようお伝えください。

【大会当日】
　〈競技前〉

(1)混雑緩和のため、主催者が指定する体調チェック（検温・症状確認）エリ
ア・時間帯にご来場ください。
※発熱（３７.５度以上）、感染疑い症状がない場合、リストバンドをお渡しします。

リストバンドを着用していない方は、ランナーエリアへの入場及び大会参加
はできません。

(2)スタート前に更衣所は利用できません（手荷物預けのみ）。出走用の衣服
を着用した上でご来場ください。

(3)出走用以外の衣服等は手荷物預け所に預けるか又は携帯し、スタート後
に脱ぎ捨てないようにしてください。

(4)スタートブロック内では、フィジカルディスタンスを確保してください。

　〈競技中〉　
(1)マスク等を競技中は携帯し、競技中以外（スタート前・コース上のトイレ・

救護所を含む）では着用してください。
※競技中：スタートからフィニッシュ・リタイア後に呼吸が整うまでの区間

(2)マスク等を着用していない状態での会話は控えてください。
(3)手指消毒薬等を利用して、手指衛生を行うなど感染予防に努めてください。
(4)唾や痰の路上への吐き捨ては控えてください。
(5)給水・給食は可能な限り個人で持ち込んでください。また、紙コップ等は

必ずごみ箱に捨て、飲み残しを道路上に流すなどしないでください。
(6)マスクや飲食物など、個人が持ち込んだものは捨てずにお持ち帰りくだ

さい。
(7)コース上などでは可能な限りフィジカルディスタンスを確保してください。

　〈競技後〉
(1)給水・給食時においては黙食やフィジカルディスタンスの確保など感染

予防に努めてください。
(2)屋内では必ずマスク等を着用してください。
(3)更衣所等では長時間滞在せず、可能な限り速やかに行動してください。

【大会後】
(1)令和５年３月１９日（日）までの体調（体温・症状）をチェックシートに記録し

てください。
(2)感染疑いの症状が発生した場合は、かかりつけ医又は受診・相談セン

ターに相談してください。また、受診・検査を行い、陽性反応が出た場合
は、主催者に報告してください。

(3)感染者に該当した場合は、保健所による疫学調査や濃厚接触者の特定に
ご協力ください。

 ４　返金の対応

対象者・事象 参加料の返金

新型コロナウイルスに感染するなど、
大会当日において参加条件を満たし
ていない方

緊急事態宣言等の対象地域在住者な
ど主催者から参加自粛の要請を受け、
参加しなかった方

大会中止

※参加賞等を送付します。
　（希望者のみ・着払い）

※返金（現金以外を含む。）の金額（参加
料の一部）・方法については、運営に
要した経費等を勘案し、決定します。

※返金（現金以外を含む。）の有無・金額・
方法については、中止決定時期、運営に
要した経費等を勘案し、決定します。

（2022大会：1月に中止を決定し、参加料の約8割を返金）

※全ての対象者・事象において、次回大会では優先エントリーを実施しません。

❶ 日本国内在住者

❷ 政府から入国後の観察を必要とされている国、地域等に一時的に渡航した場合に、帰国後、必要な待機期間を経過していること。

❸ 令和５年２月１２日（日）以降にＳＡＲＳ-ＣｏＶ-２ＰＣＲ検査もしくは抗原検査を行った方については、陰性結果が出ていること。

❹ 保健所から濃厚接触者と認められた場合に、陽性者との最終接触後、健康状態を観察する期間を経過し、症状が出ていないこと。

❺ 令和５年２月２６日（日）から令和５年３月５日（日）まで、発熱（３７.５度以上）や感染疑い症状がないこと。

❻ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないこと。

❼ 個人情報の取得、保健所・医療機関への提供も含め、主催者が行う感染症対策に協力すること。

※１ 入国時の検疫措置として政府が定める期間　※2 濃厚接触者に対して政府が定める待機期間

※1

※2



新型コロナウイルス感染症対策への
ご理解とご協力のお願い
下記事項に該当する方のみ参加できます。

感染予防対策に関する主な遵守事項は以下のとおりです。
※その他事項は裏面をご確認ください。

健康管理

●令和５年２月２６日（日）からランナー受付当日（令和５年３
月３日又は４日）までの体調（体温・症状）を記録し、受付時
に体調チェックシートを提出してください。

●手指消毒薬等を利用して、手指衛生を行うなど感染予防
に努めてください。

体調チェックの実施

●大会当日（令和５年３月５日）は、混雑緩和のため、主催者が
指定する体調チェック（検温・症状確認）エリア・時間帯にご
来場ください。
※発熱（３７.５度以上）、感染疑い症状がない場合、リストバンドをお渡ししま

す。リストバンドを着用していない方は、ランナーエリアへの入場及び大会
参加はできません。

給水・給食

●給水・給食は可能な限り個人で持ち込んでください。
●給水・給食時においては黙食やフィジカルディスタンスの

確保など感染予防に努めてください。

ごみ等の処理

●紙コップ等は必ずごみ箱に捨て、飲み残しを道路上に流す
などしないでください。

●マスクや飲食物など、個人が持ち込んだものは捨てずに
お持ち帰りください。

●唾や痰の路上への吐き捨ては控えてください。

マスク等の着用

●マスク等を競技中は携帯し、競技中以外（スタート前・コー
ス上のトイレ・救護所を含む）では着用してください。

●マスク等を着用していない状態での会話は控えてください。
●屋内では必ずマスク等を着用してください。

更衣所・手荷物預け所

●スタート前に更衣所は利用できません（手荷物預けのみ）。
出走用の衣服を着用した上でご来場ください。

●出走用以外の衣服等は手荷物預け所に預けるか又は携帯し、
スタート後に脱ぎ捨てないようにしてください。

●更衣所等では長時間滞在せず、可能な限り速やかに行動し
てください。

鹿児島マラソン2023新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

※1

※2

　本ガイドラインは、鹿児島マラソン２０２３の開催に当たり、新型コロナウイルス
感染症対策に関して定めたものです。参加条件やランナーの皆様に遵守してい
ただく事項等をご確認いただき、承諾した上で、お申し込みください。
　なお、新型コロナウイルス感染症に関する状況等により、ガイドラインの内
容を変更する場合があります。

 １　開催可否の判断基準

　(1)緊急事態宣言等の未発令
・鹿児島県全域を対象地域とした緊急事態宣言等又は鹿児島県、鹿児島
市もしくは姶良市において緊急事態宣言に類する宣言が発令されておら
ず、イベント開催等の自粛が要請されていないこと。

　(2)関係自治体の同意
・鹿児島県、鹿児島市及び姶良市から大会開催について同意が得られて
いること。

　(3)診療体制の確保
・鹿児島市及び姶良市において、新型コロナウイルス感染症に関する診療
体制が確保されていること。

　(4)運営体制の確保
・新型コロナウイルス感染症対策を講じた大会開催に当たり、人的、物的
及び財務的に運営体制が確保されていること。

 ２　参加条件

　(1)日本国内在住者
(2)政府から入国後の観察を必要とされている国、地域等に一時的に渡航し

た場合に、帰国後、必要な待機期間を経過していること。
(3)令和５年２月１２日（日）以降にＳＡＲＳ-ＣｏＶ-２ＰＣＲ検査もしくは抗原検査を

行った方については、陰性結果が出ていること。
(4)保健所から濃厚接触者と認められた場合に、陽性者との最終接触後、

健康状態を観察する期間を経過し、症状が出ていないこと。
(5)令和５年２月２６日（日）から令和５年３月５日（日）まで、発熱（３７.５度以上）

や感染疑い症状がないこと。
　(6)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないこと。

(7)個人情報の取得、保健所・医療機関への提供も含め、主催者が行う感染
症対策に協力すること。

※１ 入国時の検疫措置として政府が定める期間　
※2 濃厚接触者に対して政府が定める待機期間

〈留意事項〉
(1)高齢者や基礎疾患を有する方は、新型コロナウイルスに感染した場合、

重症化するリスクが高いことを認識した上でご参加ください。
(2)厚生労働省の接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用を推奨します。

 ３　感染予防対策

〈主催者が行う主な内容〉
(1)新型コロナウイルス感染症対策の体制構築
(2)感染予防用品の確保
(3)ランナー受付時間の拡大
(4)おもてなし広場出展エリアでの体調チェック

（5）スタッフ・ボランティアに対する説明会の非対面化
(6)スタート前の更衣所廃止、時間差スタートの導入（ファンランにおけるスタート

号砲の導入）
(7)地域住民等による沿道応援の自粛要請（オンライン応援の導入）
(8)個包装の給食提供
(9)医療・救護時の感染症対策の徹底
(10)フィニッシュ地点での密回避（完走証のweb発行・給食の簡素化）

〈ランナーの遵守事項〉
【大会前】

(1)緊急事態宣言等の対象地域在住者は、大会への参加を自粛してください（要請）。
(2)令和５年２月２６日（日）からランナー受付当日（令和５年３月３日又は４日）

までの体調（体温・症状）を記録し、受付時に体調チェックシートを提出し
てください。

(3)ご家族、ご友人等に沿道での応援を控えていただくようお伝えください。

【大会当日】
　〈競技前〉

(1)混雑緩和のため、主催者が指定する体調チェック（検温・症状確認）エリ
ア・時間帯にご来場ください。
※発熱（３７.５度以上）、感染疑い症状がない場合、リストバンドをお渡しします。

リストバンドを着用していない方は、ランナーエリアへの入場及び大会参加
はできません。

(2)スタート前に更衣所は利用できません（手荷物預けのみ）。出走用の衣服
を着用した上でご来場ください。

(3)出走用以外の衣服等は手荷物預け所に預けるか又は携帯し、スタート後
に脱ぎ捨てないようにしてください。

(4)スタートブロック内では、フィジカルディスタンスを確保してください。

　〈競技中〉　
(1)マスク等を競技中は携帯し、競技中以外（スタート前・コース上のトイレ・

救護所を含む）では着用してください。
※競技中：スタートからフィニッシュ・リタイア後に呼吸が整うまでの区間

(2)マスク等を着用していない状態での会話は控えてください。
(3)手指消毒薬等を利用して、手指衛生を行うなど感染予防に努めてください。
(4)唾や痰の路上への吐き捨ては控えてください。
(5)給水・給食は可能な限り個人で持ち込んでください。また、紙コップ等は

必ずごみ箱に捨て、飲み残しを道路上に流すなどしないでください。
(6)マスクや飲食物など、個人が持ち込んだものは捨てずにお持ち帰りくだ

さい。
(7)コース上などでは可能な限りフィジカルディスタンスを確保してください。

　〈競技後〉
(1)給水・給食時においては黙食やフィジカルディスタンスの確保など感染

予防に努めてください。
(2)屋内では必ずマスク等を着用してください。
(3)更衣所等では長時間滞在せず、可能な限り速やかに行動してください。

【大会後】
(1)令和５年３月１９日（日）までの体調（体温・症状）をチェックシートに記録し

てください。
(2)感染疑いの症状が発生した場合は、かかりつけ医又は受診・相談セン

ターに相談してください。また、受診・検査を行い、陽性反応が出た場合
は、主催者に報告してください。

(3)感染者に該当した場合は、保健所による疫学調査や濃厚接触者の特定に
ご協力ください。

 ４　返金の対応

対象者・事象 参加料の返金

新型コロナウイルスに感染するなど、
大会当日において参加条件を満たし
ていない方

緊急事態宣言等の対象地域在住者な
ど主催者から参加自粛の要請を受け、
参加しなかった方

大会中止

※参加賞等を送付します。
　（希望者のみ・着払い）

※返金（現金以外を含む。）の金額（参加
料の一部）・方法については、運営に
要した経費等を勘案し、決定します。

※返金（現金以外を含む。）の有無・金額・
方法については、中止決定時期、運営に
要した経費等を勘案し、決定します。

（2022大会：1月に中止を決定し、参加料の約8割を返金）

※全ての対象者・事象において、次回大会では優先エントリーを実施しません。

❶ 日本国内在住者

❷ 政府から入国後の観察を必要とされている国、地域等に一時的に渡航した場合に、帰国後、必要な待機期間を経過していること。

❸ 令和５年２月１２日（日）以降にＳＡＲＳ-ＣｏＶ-２ＰＣＲ検査もしくは抗原検査を行った方については、陰性結果が出ていること。

❹ 保健所から濃厚接触者と認められた場合に、陽性者との最終接触後、健康状態を観察する期間を経過し、症状が出ていないこと。

❺ 令和５年２月２６日（日）から令和５年３月５日（日）まで、発熱（３７.５度以上）や感染疑い症状がないこと。

❻ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないこと。

❼ 個人情報の取得、保健所・医療機関への提供も含め、主催者が行う感染症対策に協力すること。

※１ 入国時の検疫措置として政府が定める期間　※2 濃厚接触者に対して政府が定める待機期間

※1

※2




