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■ スタートの整列
　【マラソン】
　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、スタート整列
　ブロックを設定します（未記入の場合は最後尾の整列ブロックとなります）。
　【車いす（10km）】　申込時の申告タイムを参考にして整列します。
　【５km】【３km】【２km】　
　安全に配慮し、小学生は各学年のエントリー人数に応じて、スタート時間、整列人数を設定します。

■ 表彰
　【マラソン】
　①総合男女各１～８位を表彰します。
　②年代別10歳刻みの男女各１～３位を表彰します（①の表彰対象者を除く）。
　　※年齢は2015年11月1日（日）時点のものとします。
　　※賞状は後日送付します。
　【車いす（10km）】　男女各１～3位を表彰します。
　【５km】【３km】　総合男女各１～8位を表彰します。
　【２km】　小学１･２年／３･４年／５･６年　各男女１～8位を表彰します。

■ ニックネームゼッケン
　インターネット（RUNNET）でお申し込みの方は、ナンバーカードに氏名やニックネーム   
　（5文字以内）を記載することができます（有料500円：マラソン一般の部のみ対象）。
　企業名や商品名、その他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。

■ 参加賞
　【マラソン】　記念Tシャツをお渡しします。
　※申込時にＴシャツサイズが未記入の場合は、女性はS、男性はMとさせていただきます。
　　各サイズ数に限りがありますので、ご希望に沿えない場合があります。ご了承ください。
　　申込後のサイズ変更はできません。

　【車いす（10km）】【５km】【３km】【２km】　記念タオルをお渡しします。

■ ランナーストップ
　大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、コースを緊急車両等が通行します。
　その際はスタッフの指示により走行を停止していただく場合があります。

■ サブコース
　荒天等により、新湊大橋を走行できない場合はサブコースを使用します。

■ その他
　1.大会参加に関し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ご参加ください。
　2.大会当日の公共交通機関、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。
　3.他者が不快に感じる仮装は禁止とします。
　4.広告目的で大会会場（コース上も含む）に企業名・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。
　5.主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行う場合があります。
　6.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。
　7.参加者の手荷物はスタート地点からフィニッシュ地点まで主催者で輸送します。途
　　中道路事情等により手荷物の到着が遅れる場合があります。

■ 申込規約
　1.天候事案、自然災害その他事案等による中止の場合、参加料・手数料の返金は一切
　　行いません。
　2.参加料・手数料の領収書発行は行いません。
　3.主催者は疾病や紛失、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。
　4.自己都合による申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。
　5.年齢・性別の虚偽申告、申し込み本人以外の出場（不正出場）は認めません。
　6.過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
　7.大会中の映像・写真・記事・申込者の氏名・年齢・住所（国名、都道府県名又は市区町村
　　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。
　8.本大会は国内の関連するすべての法律を遵守し、実施されるものとします。
　9.主催者は申込規約の他、大会規定に則って開催します。
 10.未成年者は必ず保護者の同意を得てエントリーしてください。

■ 個人情報の取扱い
　1.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、個人情報を取扱います。
　2.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、     
　   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）に利用いたします。
　　※主催者またはエントリーセンターから、申込内容に関する確認連絡をする場合があります。

■ 大会名称
　富山マラソン２０１５
　（英文名称：TOYAMA MARATHON 2015）　

■ 主催
　富山マラソン実行委員会

■ 共催
　富山県、富山市、高岡市、射水市、北日本新聞社

■ 主管
　一般財団法人富山陸上競技協会

■ 開催日時
　2015年11月1日（日）

　

■ ランナー受付
　日程／2015年10月30日（金）13:00～20:00
　日程／2015年10月31日（土）10:00～20:00
　場所／富山市総合体育館
　　※大会当日（11月1日〈日〉）の受付は行いません。
　　※上記時間帯以外の受付は行いません。
　　※受付時に身分証明書等による本人確認を行います（代理受付不可）。
　　※小・中・高校生については代理受付を行います。

■ 競技規則
　2015年度日本陸上競技連盟競技規則、日本パラ陸上競技連盟競技規則及び本大
　会規定によります。

■ コース
　【マラソン】 ※日本陸連公認コース取得予定
　高岡市役所前 ⇒ 高岡大仏 ⇒ 山町筋 ⇒ 新高岡駅周辺 ⇒ 海王丸パーク ⇒ 
　新湊大橋（荒天時対応としてサブコースを設置） ⇒ 富山大橋 ⇒ 富山駅 ⇒ 富岩運河環水公園
　【車いす（10km）】
　高岡市役所前 スタート／フィニッシュ
　【５km】【３km】【２km】　
　富岩運河環水公園 スタート／フィニッシュ

■ 種目/定員/制限時間/参加料

　

※日本陸上競技連盟登録競技者

■ 収容関門場所・閉鎖時刻（予定）

　

■ 記録・計測
　下記地点にて、計測チップを利用して記録計測を行います。
　【マラソン】 （計11ヵ所）
　スタート／5km／10km／15km／20km／中間点／25km／30km／35km／　
　40km／フィニッシュ
　【車いす（10km）】【５km】【３km】【２km】
　スタート／フィニッシュ

　 

募集要項 申込から大会参加までのご案内申込から大会参加までのご案内

【高岡会場】
8:50　車いす（10km）スタート
9:00　マラソンスタート
9:40　車いす(10km)終了

【富岩運河環水公園会場】
  9:00　5kmスタート
  9:45　3kmスタート
10:10　2km（小学5・6年）スタート
10:20　2km（小学3・4年）スタート
10:30　2km（小学1・2年）スタート
10:45　併設レース終了
16:00　マラソン終了

身長

サイズ

チェスト

ウエスト

マラソン参加賞 Tシャツサイズ

種目 マラソン（42.195km）
登録の部※／一般の部

10,000人程度 30人 1,000人 1,000人

車いす
（10km） ５km ３km ２km

種目

マラソン

申込方法

インターネット

専用振替用紙 専用振替用紙で支払

ネットでのクレジットカード決済/
コンビニ決済 0円

500円※② 130円※③

0円 10,000円
（15,000円※①）

10,000円

515円
（77２円※①）

515円

0円

130円※③ 11,275円

10,515円
（15,77２円※①）

支払方法
申込時

事務手数料 払込手数料 参加料 事務手数料 払込手数料

当選時
合計

種目 申込方法 支払方法 参加料 事務手数料 払込手数料 合計

車いす（10km）

インターネット ネットでのクレジットカード決済/
コンビニ決済

3,000円

205円 0円

3,205円

5km
大人3,000円 3,205円

高校生1,500円 1,705円

3km

大人3,000円 3,205円

高校生1,500円 1,705円

中学生1,000円 1,205円

2km 小学生1,000円 1,205円

７時間 50分 30分 20分 15分

3,000円    大人   3,000円 
高校生 1,500円

  大人   3,000円 
高校生 1,500円
中学生 1,000円

小学生 1,000円

制限時間

参加料
(税込・手数料別)

定員

第1関門

第２関門

第３関門

第４関門

第５関門

(荒天時)
第５関門

第６関門

第７関門

第８関門

第９関門

下関小学校付近

三女子交差点付近

庄西町交差点付近

新湊漁業協同組合付近

堀岡小学校付近

富山新港港湾労働者
福祉センター付近

ＪＡいみず野東部支店付近

堀井鉄工付近

富山工業高校付近

北日本新聞社付近

　9:55 
（車いす 9:10）

10:41

11:29

12:06

12:50

12:45

13:46

14:25

15:16

15:36

4.6km

9.2km

14.2km

18.0km

22.5km

22.0km

28.3km

32.3km

37.5km

39.6km

-

4.6km

5.0km

3.8km

4.5km

4.0km

5.8km

4.0km

5.2km

2.1km

マラソン
車いす

閉鎖時刻
(予定)

実距離
(およそ)

前の関門
との
距離間

備考場所名称

区分 マラソン（42.195ｋｍ）

富山県民先行枠

先行枠 一般枠

1997年（平成9年）4月1日以前に生まれた方。
①登録の部：日本陸上競技連盟登録競技者／②一般の部:日本陸上競技連盟未登録者

※①②共に本大会が推薦する国内・国外の競技者を含み、6時間50分以内に完走できる方。
※日本陸上競技連盟登録競技者については、2015年度の登録者とします。
※障がいのある方で単独走行が困難な場合は伴走者を1人つけることが可能です。
　（盲導犬の伴走は不可とします。また、受付の際に身体障害者手帳又は療育手帳等による本人確認を行います。）
※車いす使用者は、レース仕様の車いすで【車いす(10km)】の部にご参加ください。

※障がいのある方で単独走行が困難な場合は伴走者を1人つけることが可能です。
　（盲導犬の伴走は不可とします。また、受付の際に身体障害者手帳又は療育手帳
　等による本人確認を行います。）

中学生以上高校生以上 小学生

富山マラソン応援枠 国内ツアー枠 一般枠（先着） 一般枠（抽選） 海外枠

併設レース

５km ３km ２km

枠

車いす（10km）名称

4/1(水)正午～
4/15(水) 4/1(水)正午～8/28(金) 4/20(月)正午～6/15(月) 4/20(月)正午～

5/29(金) 4/20(月)正午～6/15(月)エントリー期間

500名 300名 500名 8,100名程度 500名 100名 1,000名 1,000名30名募集人数

エントリーサイト（RUNNET) 富山マラソンHP エントリーサイト
(RUNNET) 郵便振替

エントリーサイト
(JTBスポーツ
ステーション)

エントリーサイト(RUNNET)申込方法

富山県民
富山県に
住所のある方

15,000円
納付された方

(参加料10,000円含む)
大会前後に
宿泊される方 全員 海外に

住所がある方 高校生以上 中学生以上 小学生50分以内に
完走できる方対象

参加資格

大会の一ヵ月前に、受付方法・大会当日の内容をご案内します。参加案内

入金次第エントリー完了となりますので、期日までに入金がない場合はエントリーは無効となります。入金

1.身体障害者福祉法
　(昭和24年法律283
　号)第15条の規定に
　より身体障害者手帳
　の交付を受けた車い
　すの使用者(2015
　年11月1日現在)で、
　主催者が認めた方。
2.制限時間内に10km
　を完走できる方。

※①富山マラソン応援枠の当選時参加料、事務手数料及び合計金額です。
※②専用振替用紙でのマラソン申込時には、申込時事務手数料の500円以外は入金しないようにお願いします。
※③上記払込手数料は、ゆうちょ銀行・郵便局窓口での金額です。ATMをご利用の際には、金額が異なる場合があります。詳しくは、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお尋ねください。
※ニックネームゼッケンをお申し込みの場合は、上記参加料に500円を加えた額の5.15％が当選時事務手数料となります。
※専用振替用紙で当選した場合は、専用払込用紙にて参加料、事務手数料、払込手数料の合計金額をお支払いください。過剰な入金があった場合の返金はいたしかねます。

富山マラソン2015は、大会当日の交通渋滞を緩和するためにノーマイカーデーの設定や、看板表示による周知を図り、交通総量の抑制を推進しております。
参加者の皆様、応援者の皆様は公共交通機関でのご来場にご協力をお願いいたします。詳細は決まり次第、大会ホームページ等でお知らせします。

前々日出発プラン【10月30日（金）～11月1日（日）】
1日目 富山駅など（昼ごろ） ⇒ 観光 ⇒ 温泉地など
2日目 温泉地など ⇒ 観光 ⇒ コース下見・受付 ⇒ ホテル
3日目 ホテル ⇒ 富山マラソン2015（解散）

観光地例： 黒部峡谷トロッコ電車、黒部ダム、世界遺産五箇山合掌造集落、国宝瑞龍寺など　
温泉地例： 宇奈月温泉、庄川温泉、氷見温泉郷など
※出走権付ツアーの内容は予告なく変更する場合があります（後日、大会ホームページにて詳細をご案内します）。

富山マラソン２０１５ホームページにて宿泊予約専用サイトを開設予定。

旅行企画・実施／株式会社ＪＴＢ中部（共同企業体代表）
［お問い合わせ先］JTB中部富山支店富山マラソン担当
  　　　　　　　 TEL:076-431-7581

前日出発プラン【10月31日（土）～11月2日（月）】
1日目 富山駅発（昼ごろ） ⇒ 観光 ⇒ コース下見・受付 ⇒ ホテル
2日目 ホテル ⇒ 富山マラソン2015 ⇒ 温泉地など
3日目 温泉地など ⇒ 観光 ⇒ 富山駅・富山空港など

<手数料関係>

●同一人物による同一種目の重複申し込みはエントリー無効となりますので、ご注意ください。
●申込手続き後の記載内容の変更・修正・キャンセルはできません。
●郵便振替にてお申し込みいただいた方には、７月上旬までにマラソン申込者全員に郵送にて
　抽選結果をお知らせいたしますが、宛先不備での不着・未着については、再確認いたしません。
●年齢、性別、記録等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。

●お電話による応募状況・抽選結果のお問い合わせ・照会等はできません。
●郵便事情、インターネット機器、回線の不具合による申し込み遅れについて、
　主催者は一切の責任を持ちません。
●インターネット申し込みの場合、ご利用の端末機、ブラウザソフトによって申し
　込みできない場合があります。

注意
事項

出走権付ツアー（国内ツアー枠）について

宿泊について

うれしい
出走権付！

全行程が
貸切バス
利用で

移動も安心！

富山の
味覚＆温泉
を満喫！

旅程中に
コース下見・
受付が可能！

4/1（水）正午～販売開始　

富山マラソン応援枠 富山マラソンの特徴的な取組みを
支援いただける方を対象とした特別枠です。

カーボンオフセット認証ラベルの取得

車いすレースの実施

伝統文化を楽しめる大会（高岡御車山、新湊曳山、流鏑馬 など）

10,000円
富山マラソン応援枠
１５，０００円（ ）

やぶさめ

（ ）




