金沢マラソン 2O22 オンライン

COURSE MAP

200KMマラソン、
海外在住者枠（42.195km）
を新設！
フルマラソンは高校生も参加OK!
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■開催期間

■種目・対象
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神谷内

城北市民運動公園

NEW

フルマラソン（42.195km）…
100KMマラソン（100km）…
200KMマラソン（200km）…
ファミリーラン（10km）………

2007（平成19）年4月1日以前に生まれた方
2004（平成16）年4月1日以前に生まれた方
2004（平成16）年4月1日以前に生まれた方
2004（平成16）年4月2日から2016（平成28）年
4月1日の間に生まれた方と2004（平成16）年4月
1日以前に生まれた方（満18歳以上）のペア
海外在住者枠（42.195km）… 海外在住で、2007年4月1日以前に生まれた方

９月9日（金）～10月10日（月・祝）
■募集期間

6月10日（金）～6月30日（木）
〈海外在住者枠は8月31日
（水）
まで募集〉
※詳細な募集要項は、5月下旬に大会公式ホーム
ページ等で発表予定です。

新

幹

線

県庁北口

8

東金沢駅

磯部町

磯部橋詰

北

石川県庁

陸

寺中

JCHO

藤江橋

金沢マラソン 2O22

金沢病院
松村町

海

状
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側

北安江町

松村七丁目

松村

ふるさと納税ランナー枠 先着700人・
チャリティランナー枠 先着300人

鳴和

松村三丁目

金沢星稜大

示野町

大会出走受付
石川県立音楽堂
交流ホール
（10/28・29）

示野橋詰

金沢駅
広岡

寄附申込期間 : 4月19日（火）～7月18日（月・祝）
武蔵

主計町
茶屋街

近江町市場

川

・出走対象者は、金沢市へ50,000円の寄附をしていただいた方(寄附者本人)、
または寄附者本人が指名した方。※どちらか1名のみ。
・寄附はインターネットのふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」からお申し込みください。お支払いはクレジットカード等キャッシュレス決済に限ります。
・マラソンの参加料（15,000円）･事務手数料等が別途必要です。
・一般申込やその他の優先出場枠との重複申し込みはできません。
詳細は専用チラシ、
または大会公式ホームページをご覧ください。

東山

ひがし茶屋街

犀

卯辰山

橋場

フィニッシュ
石川県西部緑地公園
陸上競技場

最大48,000円の
税控除が受けられます！
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優先出場枠 出場権付きツアー

兼六園
片
町

天神町

金沢マラソン出場権と宿泊がセットになった観光プランを先行販売！
募集期間 :４月4日（月）～5月31日（火）

若松橋詰

にし茶屋街
西金沢駅

寺町五丁目

石川・金沢を満喫できる２泊３日プラン

兼六中学校前

金沢21世紀
美術館

金沢市役所

野町広小路

【お問い合わせ】金沢市総務局総務課 TEL 076‐220‐2091（平日／9:00～17:45）

鼠多門橋
金沢城
公園

金沢美大
旭町三丁目

※一般申込やその他優先出場枠との重複申し込みはできません。
※旅行の詳しい内容、行程、料金等は大会公式ホームページをご覧いただくか、
または下記のツアー担当窓口（日本旅行金沢支店内・金沢マラソンデスク）
へお問い合わせください。

スタート
広坂通り
泉野図書館

至

福

田上小学校口

東京マラソンとの提携

井

｢RUN as ONE ‒ Tokyo Marathon（一般）
プログラム｣

金沢マラソンは2021年5月7日に一般財団法人東京マラソン財団と
「RUN as ONE - Tokyo Marathon
（一般）
プログラム｣の提携協定を締結しました。
金沢マラソン2022の完走者を対象に抽選を行い、3名の方に翌年の東京マラソン
2023への出走権を付与します。

金沢泉丘高
涌波
大桑町
大乗寺丘陵公園
窪町

金沢マラソン2022は
「Abbott World Marathon Majors(WMM) Wanda Age Group World Rankings」に参加しています。

窪二丁目

コース高低図

シャトルバスについて
大会当日（10/30）は、金沢駅とスタート会場・フィニッシュ会場を
結ぶ専用シャトルバスを運行します。どうぞご利用ください。

金沢駅
金沢港口
（西口）

運行予定時間／6：00～7：30

運行予定時間／10：00～17：30

フィニッシュ会場（無料） どなたでもご利用になれます。

金沢マラソン2022は、
新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底した安全・安心な大会運営を行います。
検温・消毒の実施
体調管理チェックシートの提出

身体的距離の確保

競技中以外は
マスクを着用

ウェーブスタートの実施

※詳細はＷＭＭホームページへ https://www.worldmarathonmajors.com/agwr/how-it-works/（英語のみ）
※世界選手権の招待を受けるには、Abbott WMMのアカウントを作成し、
ご自身のランキングを申請する必要があります。

スタート会場（100円） 受付会場でチケット販売予定（先着）

※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、乗車人数を制限して運行します。

ワクチン・検査
パッケージ制度の導入

40歳以上の方が、
ランキング対象レースに参加すると男女５歳刻みでフィニッシュタイムに応じたポイントが
付与されるシステムです。期間中の年代別ポイントランキング上位の方は、
「Abbott WMM Wanda Age
Group World Championships（世界選手権）
」に招待されます。

沿道応援の自粛

給水・給食の
個包装等による提供

フィニッシュエリア
更衣スペースの拡大

エントリーに関するお問い合わせ

金沢マラソンエントリーセンター

4月12日
（火）
～ 5月26日
（木）

TEL0570-200-013

出場権付きツアーに関するお問い合わせ

日本旅行金沢支店内

金沢マラソンデスク

〒550-8535（住所不要）

※10：00～17：00、土・日・祝日を除く

大会に関するお問い合わせ

金沢マラソン組織委員会事務局

〒920-0031 金沢市広岡３-３-７７ ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル2階

〒920-８５７７ 金沢市広坂１-１-１金沢市役所第一本庁舎

TEL076-293-6841
FAX076-293-6846

TEL076-220-2726 ※9：00～17：45、土・日・祝日を除く
FAX076-261-2552

※9：30～17：30、土・日・祝日を除く

Eメール kanazawa-marathon@nta.co.jp

Eメール info@kanazawa-marathon.jp

主催／金沢マラソン組織委員会 石川県、
金沢市、
北國新聞社、
（一財）
石川陸上競技協会、
金沢市陸上競技協会

靴底の測定

募集要項
⑥2022大会ボランティア優先出場枠
金沢マラソン2022において、10月27日
（木）及び28日
（金）の２日間に
ボランティアとして参加いただく方のうち、希望される方（先着100人）

大会名称
金沢マラソン2022（Kanazawa Marathon 2022）

主

催

※事前にボランティア活動へのお申し込みが必要となります。詳細は、
５月上旬（予定）
に発表されるボランティア募集要項をご確認ください。
※対象となる方には、専用のエントリー用URLをお送りします。
※この枠でお申し込みをされた方は、一般エントリーはできません。
※2022大会当日にボランティアとして参加すると、金沢マラソン2023に抽選なし
で出場ができるボランティア優先出場枠を設けます。詳細は５月上旬に発表される
ボランティア募集要項をご確認ください。

金沢マラソン組織委員会
石川県､金沢市､北國新聞社､(一財)石川陸上競技協会､金沢市陸上競技協会

主

管

(一財)石川陸上競技協会、金沢市陸上競技協会

開催日時
2022（令和4）年10月30日(日)
スタート/第１ウェーブ 8：35、第２ウェーブ 8：45▶終了/15：40 ※雨天決行

コース
金沢市広坂通り(しいのき迎賓館前)をスタートし、石川県西部緑地公園陸上
競技場をフィニッシュとするコース
〈日本陸上競技連盟､国際陸上競技連盟及びAIMS公認コース〉

競技規則
2022年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会の規定により実施します。

参加資格
2004
（平成16）
年4月1日以前に生まれた方で、日本国内に在住する方
①登録／日本陸上競技連盟登録競技者 ※2022年度の登録番号が必要です。
②一般／日本陸上競技連盟未登録者等
※①、②ともに本大会が推薦する競技者を含み、
６時間４５分以内に完走できる方。
※障がいのある方で単独走行が困難な場合は伴走者1人をつけることができます。
盲導犬の伴走は不可とします。

目

マラソン
（42.195km）

門

エントリー区分

①登録

部

個人エントリー

②一般

個人エントリー
ペアエントリー

定 員

制限時間

参加料

12,000人

7時間5分

15,000円

※1

(第1ウェーブ号砲を基準)

※ 2 ※3

※１ 定員を超えた場合は抽選となります。優先出場枠、地域ランナー枠、連続落選者枠、
石川県民枠を含んだ人数です。
※２ 今後の感染防止対策の変更により、参加料が変更となる可能性があります。
※3 1人分の金額です。ペアエントリーは2人分必要です。

優先出場枠

表

令和４年４月１日時点で、金沢市内の町会に加入されている方を対象に、
定員500人で優先的に抽選します。

･ 男女の総合1位～8位を大会当日に表彰します。
（グロスタイムを基準に判定）
･ 年代別の男女1位～6位を表彰します。
（ネットタイムを基準に判定）
※賞状を後日送付（29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、
70歳以上）
※年代別表彰は、総合1位～8位入賞者を除くランナーが対象となります。

※2022大会に個人エントリーされる方のみ対象となります。
（ペアエントリーは対象外）
※日本陸連登録の部は「地域ランナー枠」でのエントリーはできません。
※この枠に該当する方で優先抽選を希望される方は、お申し込みの際、
「地域ランナー
枠」の欄に印をつけ、お住まいの校下
（地区）町会連合会を選択してください。
※この枠で落選された方は、全体抽選で再び抽選対象になります。
※アパート等にお住まいで、
ご自身の町会の加入の有無がご不明な場合は、管理する不動
産会社等に事前に確認をお願いします。
※当選した際には応援のため、主催者から当該校下（地区）町会連合会に、住所及び氏名
を連絡することを承諾すること。
※校下（地区）名入りアスリートビブスを装着のうえ、大会に参加することを承諾すること
(下記の表示イメージ参照)。
※申し込み後、町会への未加入が判明した方については、
本枠の当選を無効とします。
なお、参加料の入金後に判明した場合は、入金済みの
参加料及び手数料の返金は行いません。
※表示イメージ

金沢マラソン2018～2021(2020大会は中止のため除く)の3大会で
連続落選された方を対象に、定員300人で優先的に抽選します。

種目／部門／エントリー区分／定員／制限時間／参加料

※抽選なしで出場できます

①エリートランナー枠
第１ウェーブの前方ブロックからスタートできます。
･ 以下の基準タイム ( グロスタイムのみ有効 ) を満たす日本
陸上競技連盟登録競技者
対 象 者
男子：２時間30分00秒以内
女子：３時間00分00秒以内
･ ４月８日（金）10:00 から４月 22 日（金）23:59 まで
※お申し込み後、４月 24 日 ( 日 ) までに必ず「RUNNET」
申込期間
のMyページ内の「エントリー履歴」より記録証・完走
証等の画像をアップロードしてください。
･ 2019(平成31)年４月１日以降に開催された日本陸上
競技連盟、国際陸上競技連盟又はAIMS公認コースで
の記録が対象になります。
･ 申込締め切り後、記録証等の画像のアップロードが確認で
きない場合は、
お申し込みは、無効（RUNNET 上は
「落選」）
記録証等
となります。
について
･ 虚偽の申告が判明した場合は、判明した時点での申し込み
の取消、出場権の取消又は失格となり、参加料・手数料の
返金は一切行いません。
･ 申告内容に疑義がある場合は、大会事務局から確認のご連
絡をさせていただくことがあります。
②出場権付きツアー参加者（先着 400人）
③障がいのある方 ※申込時に必要事項をご入力ください。
④ふるさと納税ランナー枠（石川県外在住者／先着 700人）
⑤チャリティランナー枠（石川県内在住者／先着 300人）

競技の中止
･ 交通・警備・競技運営上、
コース中に9箇所の関門を設けます。閉鎖時刻に間
に合わない場合は、競技を中止させていただきます。関門以外でも著しく
遅れた場合は競技を中止させていただきます。
･ 主催者が、競技の続行は困難と判断した場合は、競技中止等の指示に必ず
従ってください。

地域ランナー枠

連続落選者枠

※車いすでの参加はできません。
※国外在住者の参加はできません。

種

NEW

日本陸連登録競技者で本大会において以下の記録を満たした方は、フィニ
ッシュ後に靴底の測定を行います。日本陸上競技連盟競技規則に違反した
場合は失格の対象となります。
男子：２時間21分00秒以内
女子：２時間56分00秒以内

※2022大会に個人エントリーされる方のみ対象となります。
（ペアエントリーは対象外）
※この枠に該当する方で優先抽選を希望される方は、お申し込みの際、
「連続落選者枠」
の欄に印をつけてください。
※この枠で落選された方は、全体抽選で再び抽選対象になります。

石川県民枠
お申し込み時の住所が石川県内の方を対象に、定員1,000人で優先的に
抽選します。
※お申し込み住所が石川県の方は自動的に対象になります。特別な手続きは不要です。
※ペアエントリーは２人とも住所が石川県の場合に対象になります。
※この枠で落選された方は、全体抽選で再び抽選対象になります。

ペアエントリー

※２人でエントリーできます

家族や友人など、ペアでお申し込みできます。抽選の場合は２人同時に
当選又は落選となります。
※お申し込み時に、ペア相手の住所、連絡先等、同様の登録情報が必要です。
ペア相手の入力漏れや誤りがある場合は落選になりますので、
ご注意ください。
※お申し込み後のペア相手のキャンセルや入れ替えはできません。
※スタートブロックは申告タイム別とします。
※日本陸連登録の部はペアエントリーできません。
※障がいのある方は優先出場枠となりますので、ペアエントリーできません。

記録計測
･ 記録計測は計測チップにて行います。
（グロスタイム）
･ 記録・総合順位は、各ウェーブスタートの号砲からのタイム
で判定します。
･ 指定されたウェーブからスタートしなかったランナーは、失格となる場合
があります。
･ 順位の判定は秒単位で行いますが、同タイムの場合は１００分の１秒単位で
判定します。なお、参考記録や年代別順位の判定のため、スタートライン
も計測します。
を越えてからのタイム
（ネットタイム）
インターネットから記録速報をダウンロードできます。
･ 大会当日、
また、大会結果確定後は、WEB完走証をダウンロードできます。
※2021大会から紙での完走証の発行は廃止となりました。

本募集要項は大会公式ホームページでもご確認いただけます。

https://www.kanazawa-marathon.jp/

彰

大会出走受付
･ 日時 10月28日
（金）14:00～21:00／29日
（土）10:00～20:00
･ 場所 石川県立音楽堂交流ホール
※必ず上記2日間のいずれかで受付してください。いかなる理由であっても、大会当日
[10月30日(日)]の受付は行いません。未受付の場合の参加料返金は一切行いません。

※受付時に新型コロナウイルスワクチン接種証明又は陰性証明の確認、並びに身分証
を
明書等による本人確認を行います。証明書類（障がいのある方は障害者手帳も必要）
持参しない場合は受付できません。代理受付はできません。
※ペアエントリーは、
２人とも本人が受付をする必要があります。
※伴走者は伴走するランナーと一緒に受付をする必要があります。

必ず上記の時間内に受付してください。大会当日の受付はありません。
参加記念Tシャツ
出走受付時に参加記念Tシャツを配布します。エントリー時にサイズをご入力ください。
サイズ（JASPO規格）

XS

S

M

L

XL（O）

2XL（XO）

身長（㎝） 157～163 162～168 167～173 172～178 177～183 182～188
チェスト（㎝） 81～87

85～91

89～95

93～99

ウエスト（㎝） 67～73

71～77

75～81

79～85

97～103 101～107
83～89

87～93

※運営の都合上、Tシャツサイズのご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。

ニックネーム入りアスリートビブス〈 有料500円・交付枚数１枚 〉
･ アスリートビブスに自分の氏名やニックネームなどを、全角6文字以内
で表示できます。ご希望の方はエントリー時にお申し込みください。
･ 日本陸連登録競技者及び出場権付きツアー
参加者はお申し込みできません。
※詳しくは金沢マラソン公式ホームページを
ご覧ください。
※表示イメージ

金沢マラソン2022にお申し込みをされる方は、必ず以下の「申込規約」、
「個人情報の取扱い」
「注意事項」、及び「新型
コロナウイルス感染症防止対策及び大会中止規定」をお読みいただき、同意いただいたうえでお申し込みください。
申込規約
(1) 同一人物による重複申し込み
（個人エントリーとペアエントリー、一般エントリ
ーと優先出場枠など申込方法が異なる場合も含む）
が判明した場合は落選の対
象となります。
(2) 主催者は疾病やその他の事故に際し、応急処置に限り対応します。疾病やその他
事故への補償は、主催者に故意又は重大な過失がある場合を除き、主催者が加入
した傷害保険の範囲内となります。
(3) 自己都合による申し込み後の入力内容の変更、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、事務局からご連絡いたします。
(4)日本陸連登録情報に誤りがある場合は一般の部に変更させていただきます。
(5) 年齢・性別の虚偽申告、申し込み本人以外の出場（代理出走、権利譲渡）は認めませ
ん。こうした行為が判明した場合は出場を取り消し、参加料・手数料の返金は一切
行いません。また、今後の本大会への申し込みは受け付けません。
(6)地震、風水害、降雪、事件、事故、疾病など、主催者の責によらない事由で大会が
中止となる場合、参加料・手数料については、中止を決定した時点で実際にかか
った費用等を勘案して返金の有無・金額等を決定します。なお、返金が生じた場

合は、金券等を送付します。
(7)大会中の映像・写真・記事・申込者の氏名、年齢、住所（国名、都道府県または市
町村名）、記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット・アスリートビブス等への
掲載権と肖像権は主催者に帰属します。また、主催者が認めるものについて、
写真等の委託販売を行うことがあります。
(8)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。
（9）主催者は申込規約の他、大会規約に則って本大会を開催します。
（10）法律、法令、各種規約及び公序良俗に反するような行為や服装に該当すると主
催者が判断した場合は、大会への参加を認めない場合があります。これに対す
る異議は一切認めません。
（11）未成年者は必ず保護者の同意を得て申し込みしてください。
（12）インターネット機器、回線の不具合等による申し込みや入金の遅れについて、
主催者は一切の責任を負いません。
（13）ご利用の端末機、OS、ブラウザソフトによって申し込みできないことがあります。

新型コロナウイルス感染症防止対策及び大会中止規定（概要版）
NEW 1 新型コロナウイルスワクチン接種証明又は陰性証明の提示について

より安心・安全な大会運営のため「ワクチン・検査パッケージ制度」を導入します。
ランナーの皆さまは、大会出走受付にて以下の証明書等を提示してください。
なお、証明書等を提示いただけない場合は、参加をお断りします。
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種済みの方（以下のいずれかを提示）
･ 予防接種済証等
（接種証明書、接種記録を含む）
･ ワクチン接種証明書
（電子版）
※予防接種済証等を撮影した画像や写し等でも可能
※上記の確認に用いる予防接種済証等及びワクチン接種証明書（電子版）
の接種回数及び有効期限は、国のワクチン・検査パッケージ制度要綱に準
じますが、今後、要綱が改定された場合は、変更となる場合があります。
(2) 新型コロナウイルスワクチン未接種の方
･ 定められた期間内（※１）での検査結果が陰性である「検査結果通知書」
（※２）
※１ PCR検査等は、大会当日より３日以内
（10月27日
（木）
以降）
に採取し
た検体による検査が有効となります。
※２ 本大会での有効な検査は、PCR検査及び抗原定量検査です。ワクチン
未接種の方は、10月27日（木）以降に自己負担でPCR検査等を受診し大
会出走受付にて陰性証明を提示してください。
※上記内容は、今後、国の「ワクチン・検査パッケージ制度」の改定により、取
り扱いが変更となる場合があります。
２ 体調管理チェックシートの提出について
10月上旬に送付予定の「アスリートビブス引換証」に「体調管理チェックシート」
（大会HP参照）を添付する予定です。本大会に参加するランナーは10月28日
（金）、29日（土）に行う大会出走受付にて体調管理チェックシートを事前に記入
のうえ必ず提出してください。体調管理チェックシートは新型コロナウイルス感
染症防止対策の目的で、大会前の行動履歴、体調等を記入する自己申告シート
であり、参加資格等の確認に使用します。体調管理チェックシートの「大会出場
条件について」の項目に該当する場合は、参加を辞退していただきます。また、
提出していただけない場合や虚偽の記入をされた場合は参加をお断りします。
３ 感染症対策のための誓約事項
(1) 大会の感染症防止対策や中止規定並びに、個人情報の取得、目的、提供の内
容について了承します。
(2) 以下の場合は、参加を辞退します。
①大会当日に37.5℃以上の発熱があった場合や、体調管理チェックシート
の「大会出場条件について」の項目に該当する場合。
②10月９日
（日）以降に新型コロナウイルス感染症陽性と診断された場合。
③10月16日
（日）
以降に保健所から濃厚接触者と認められた場合。

申込 方法

(3) 大会終了後11月13日
（日）
までに感染症への感染が発覚した場合は、主催者
に報告し、自治体や保健所等の調査に協力します。
(4) 大会終了後に感染症に感染した参加者が発見された場合には、その感染経路
の特定に協力します。
４ 体温測定の実施について
大会会場への入場時に体温測定を実施します。10月28日㈮、29日㈯に行う
大会出走受付では石川県立音楽堂交流ホール入口、30日㈰大会当日はスタ
ート会場入口にて体温測定を実施します。37.5℃以上の発熱が確認された
場合は、会場への入場や大会への参加をお断りします。
５ 参加にあたっての要件について
(1) 大会が求めるワクチン接種証明又は陰性証明の提出、マスク着用、手指消毒
などの感染防止対策に従っていただけない場合は、参加をお断りします。
(2) 65歳以上の方や基礎疾患を有する方の場合、重症化するリスクが高い旨を
認識したうえでご参加ください。
(3) 過去に感染症や心臓病にかかった方、
また診断を受けている方については、大
会前にかかりつけ医を受診するなど、健康管理には十分注意していください。
６ 参加料について
本規定１～５の事由により参加を辞退又はお断りした場合、参加料の返金は行いません。
７ 個人情報の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、行政機関より体調管理チェ
ックシートを含む個人情報の提出を求められた場合、適切な方法で個人情報
を要請のあった行政機関に提出することがあります。
８ 新型コロナウイルス感染症感染拡大による大会中止について
緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が石川県内に発出されている場合や、
イベント開催が制限されている場合など、国内の感染状況や感染拡大リスクを
踏まえ、安全な開催が困難であると主催者が判断した場合は、本大会を中止す
る可能性があります。大会中止の場合は、代替オンライン大会は実施しません。
また、支払い済みの参加料については、中止を決定した時点で実際かかった費
用等を勘案して返金の有無・金額等を決定し、返金が生じた場合は、金券等を送
付します。なお、中止に伴う次回大会以降の出場権は、原則付与いたしません。
９ 本規定の記載事項について
本規定に記載された事項は新型コロナウイルス感染状況および政府・自治体
からの要請等により追加・変更されることがあります。
※本規定の詳細な内容につきましては、大会申し込み開始日の4月19日
（火）
まで大会ホームページ
（https://www.kanazawa-marathon.jp/）
にて
随時更新していきますので、お申し込みの前に必ずご確認・同意いただいた
うえでお申し込みください。

本募集要項記載事項に同意いただいたうえでお申し込みください。

インターネット申込▶エントリーサイト・ＲＵＮＮＥＴ
（https://runnet.jp/）
※パソコンやスマートフォンから登録できます。

参加料入金方法※１

※金沢マラソンホームページからもアクセスできます。

クレジットカード又は
15,000円
コンビニ決済

締切：５月25日（水）17:00

アスリートビブスオプション

参 加 料

※RUNNETの会員登録が必要です。

諸手数料

入金合計額

500円

852円

16,352円 ※2

地域ランナー枠

０円

825円

15,825円

なし

０円

825円

15,825円 ※2

ニックネーム入りアスリートビブス

※１ 参加料入金は、6月下旬（予定）の抽選結果発表後になります。 ※2 ペアエントリーは2人分必要です。

個人情報の取扱い
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、
EU一般データ保護規則（GDPR）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。個人情報等は、大会参加者へのサービス向上を目的とし、
抽選、参加案内、記録通知、関連情報等の通知、大会協賛・協力・共催・関連団体からの
サービス提供、記録発表などに利用します。
※主催者から申し込み内容に関する確認の連絡をさせていただくことがあります。
※新型コロナウイルス感染経路追跡等のため行政機関より個人情報の提出を求められた

場合、適切な方法で個人情報を要請のあった行政機関に提出することがあります。
※本大会運営に関わる範囲内で関連事業者（アボット・ワールドマラソンメジャー
ズを運営するアメリカ合衆国所在のWorld Marathon Majors LLCを含みま
す）及び委託業者をはじめとする第三者（日本国外にある者を含みます）
に対し
て提供することがあります。また、参加者の個人情報を、EEA域外の国にある
第三者に提供する場合には、GDPRに基づく標準契約条項の締結等により、参
加者の個人情報の保護に関する十分な措置が確保されるよう担保いたします。

注意事項
(1) 参加者は健康に留意し、十分なトレーニングを積んで大会に臨んでください。ま
た大会当日までに、健康診断を受けて異常がないことを確認してください。
(2)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搬送します。
交通事情により手荷物の到着が遅れる場合があります。
(3)スタートは指定されたブロックに整列してください。ブロックは申し込み時の
申告（予想）
タイムを参考にして主催者にて決定します。タイムの申告が無い
場合は最後尾からのスタートとなります。スタートブロックへの割り込みは固
くお断りします。

（4）
参加料の領収書について
「RUNNET」Myページのエントリー履歴からダウンロードできます。
（5）
エントリーセンター及び事務局への申し込み状況や抽選結果のお問い合わせ
には一切応じることができませんので、
ご了承ください。
（6）抽選結果は6月下旬に、申し込み者全員にメールにて通知します。お申し込み
時に登録されたメールアドレスの不備による通知不着については、再確認や
再通知しませんので、予めご了承ください。なお、抽選結果は｢RUNNET｣My
ページからも確認できます。

お
申
し
込
み
か
ら
大
会
参
加
ま
で
の
流
れ

4月19日(火)
10:00から

5月25日(水)
17:00まで

申し込み受付開始

インターネット
（RUNNET）でお申し込みください。
※エリートランナー枠の申し込み受付は、
４月８日（金）10:00から４月22日（金）23:59までです。
資格審査結果は5月中旬にメールで通知し、5月下旬までに入金していただきます。

申し込み受付締切

申し込み者数が定員を超えた場合は、抽選を行います。

6月下旬

抽選結果通知

7月上旬

参加料入金締切

10月上旬

申し込み者全員に、メールで通知します。※当選の方には参加料の入金方法を通知します。
所定の方法で期日までに指定金額を入金してください。※入金が無い場合は、いかなる理由でも当選無効となります。

アスリートビブス引換証兼 大会の約１ケ月前に、ご登録の住所宛てに「アスリートビブス引換証兼体調管理チェックシート」を
体調管理チェックシートの送付 郵送します。

10月28日(金)14:00～21:00
10月29日(土)10:00～20:00

大会出走受付

10月30日(日)

大会当日

受付場所／石川県立音楽堂交流ホール

スタート／広坂通り
（しいのき迎賓館前）

※必ず受付してください。大会当日の出走受付は行いません。
※ご本人確認のための身分証明書等が必要です。
※新型コロナウイルスワクチン接種証明又は陰性証明の確認を行います。

