
令和4 年11月6日(日)開催決定！
開催場所・スタート

主催 走遊Lab 080-1292-3044 ／ 株式会社BESTS 06-4967-9155

★★★6月20日(月)からエントリー開始！お申込みは ★★★

ランネット ⇨ http://runnet.jp/
スポーツエントリー ⇨ https://www.sportsentry.ne.jp
大会HP ⇨

https://kakogawa-matsukaze-running.jimdofree.com/

加古川みなもロード

２K地点から7.5K地点を使用 2K地点（JR加古川駅から徒歩10分強）を9：00から順次スタート

走る時以外は、マスク着用にご協力
ください。
受付時、非接触式体温による検温に
ご協力ください。
スタート前、ゴール後のアルコール
消毒をお願いいたします。

その他、感染防止ガイドラインに基づ
き大会を運営します。
参加される皆さまにもご協力をお願い
いたします。

ハーフ クォーター ファミリーマラソン

ハーフマラソン

9:00 start

クォーターマラソン

9:15 start

ファミリーマラソン

9:20 start

種 目 区 分 定員 参加料

ハーフマラソン（21.0975km） 男女別・年代別 400名 4,400円（税込）

クォーターマラソン
（10.54875km）

男女別・年代別 400名 3,300円（税込）

ファミリーマラソン（2km）
※参加費はチーム人数により異なります。

ファミリー
（2名以上1組） 50組 2,200円～（税込）

第3回

ハーフのゲストペーサー
油谷 繁氏

新型コロナウイルス感染対策

大会コーディネーター

神屋 伸行氏

駒大出身
出雲・箱根・
全日本大学
駅伝優勝

大会当日
ワンポイント
ランニング
アドバイスを
同時開催

走ることは人を元氣にする！
あこがれの選手と一緒に走ろう！

走ることは人を元氣にする！
あこがれの選手と一緒に走ろう！

加古川まつかぜハーフマラソン
令和4 年11月6日(日)開催決定！

総合司会 若林 順子さん

走るパーソナリティとして
KBS京都ラジオ
「Let’s Run！」
日曜日15:00
ON AIR
「わかちゃんFRC」主宰
京都・大阪・東京で
練習会を開催、
年一度、駅伝大会も
主催（今年18回目）

※5分/kmをクォーターまで予定

マラソンのベスト記録は、2時間07分52秒。
現中国電力陸上競技部アドバイザー。
エドモントン世界陸上（2001)、」
パリ世界陸上（2003)、
アテネ五輪（2004）で、
それぞれ5位入賞。
佐藤敦之氏（中国電力ヘッド
コーチ）らとともに、全日本実業
団対抗駅伝競走大会で2回優
勝（2004，2007）するなど
中国電力陸上競技部の
一時代を築く。

第3回

加古川まつかぜハーフマラソン



大会概要 種 目

お問い合わせ

◆開 催 日

◆会 場

◆参加資格

◆参 加 料

◆参 加 賞

◆表 彰

◆参加案内

2022年(令和4年）11月6日（日）

加古川みなもロード

１．参加資格を満たす健康な方（車椅子での参加は不可）

２．ハーフマラソンは19歳以上

３．クォーターマラソンは中学生以上

４．ファミリーマラソンは小学生含む2名以上1組の家族単位

※小学生の参加は保護者同伴

１．ハーフマラソン 4,400円（税込）

２．クォーターマラソン 3,300円（税込）

３．ファミリーマラソン 2名1組2,200円、3名1組3,300円

・・・以下1名増えるごとに+1,100円（すべて税込）

※参加料は、傷害保険、記念品を含みます。

※ファミリーマラソンの大会記念品は、1チーム1個です。

大会記念品

１部～12部までは１位～6位まで表彰

※13部は「健康促進」を目的とした競技です。

表彰は行いませんが参加のお子さま全員に完走メダル進呈。

郵送で通知予定（10月下旬以降）

種 目 部門 区 分

男子ハーフマラソン
（21.0975km）
制限時間：3時間

1部 40歳未満

2部 40歳以上50歳未満

3部 50歳以上60歳未満

4部 60歳以上

女子ハーフマラソン
（21.0975km）
制限時間：3時間

5部 40歳未満

6部 40歳以上50歳未満

7部 50歳以上60歳未満

8部 60歳以上

男子クォーターマラソン
（10.54875km）
制限時間：2時間

9部 45歳未満

10部 45歳以上

女子クォーターマラソン
（10.54875km）
制限時間：2時間

11部 45歳未満

12部 45歳以上

ファミリーマラソン
（2km）

13部
小学生を含む
2名以上

申込方法

◆ランネットから ⇨ http://runnet.jp/  ※「加古川まつかぜハーフマラソン」で検索してください。
◆スポーツエントリーから ⇨ https://www.sportsentry.ne.jp ※「加古川まつかぜハーフマラソン」で検索してください。
◆大会ホームページから ⇨ https://kakogawa-matsukaze-running.jimdofree.com/

TEL&FAX 06-4967-9155（TELは平日10時～18時)
E-mail kakogawa.matsukaze@gmail.com

申込締切り 10月16日（日）

【申込規約】 参加希望者は大会申込みに際して、次の規約に同意の上、お申込みください。
１．参加者の疾病、傷害、紛失及びその他の事故に際し、

補償は主催者の加入した保険の範囲内であることを了承してください。
２．自己都合による申込み後の競技変更、キャンセルはできません。
３．申込み本人以外の出走は認めません。
４．地震、風水害、降雪、事件、事故、疾病、国家的行事等による中止の場合、参加料の返金はございません。
５．新型コロナウィルス感染拡大防止のため大会中止となった場合は、参加費を次回大会の参加費に充当します。
６．大会出場中の映像、写真、記事、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は主催者に属します。

【個人情報の取り扱いについて】 主催者は、参加者の個人情報保護のため、個人情報保護法令を遵守します。
お申込みの際にご提供いただく個人情報は、参加案内・次回大会の案内・プログラムへのランナー名簿作成その他
大会運用の目的のみに使用いたします。
また、主催者より申込内容に関する確認のためにご連絡をさせていただくことがあります。

【大会参加料振込先】 三菱UFJ銀行 花園支店 普通 0128762 口座名：株式会社ＢＥＳＴＳ（ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾍﾞｽﾂ）

インターネット以外でのお申し込みは

◆参加申込用紙に必要事項を記入し、下記大会事務局まで 郵送 または FAXで お申し込みください。
〒661-0034 兵庫県尼崎市武庫之荘西二丁目45番1-603号 （株）BESTS内 担当 佐藤 あて FAX 06-4967-9155

◆お申込みの際は、申込規約・注意事項の内容をご承諾の上、参加者のお名前を必ず自筆でご記入ください。
◆申込書の郵送（またはFAX）と下記口座への入金＜10月16日（日）までにお願いします＞が確認された時点で、正式な参加申込みとなります。
◆振込手数料はご負担ください。 ◆参加料は、必ず参加者ご本人のお名前でお振込みください。

【注意事項】
１．申込みにあたっては、左記の申込規約を承諾されたものと判断します。
２．競技中の事故については、主催者側にて応急処置は行いますが、

それ以外の責任は一切負いません。
３．視覚障がいまたは聴覚障がいのある方は、事前に主催者までご連絡ください。
４．参加にあたり、十分なトレーニング、健康管理を行い、

当日体調が悪い方は競技を控えてください。
５．大会開催中は、いかなる場合にも、大会役員の指示に従ってください。

大会役員が競技続行不可能と判断した場合は、その走者の競技を中止させることがあります。
６．駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。
７．荒天・気象に関する警報や地震等の自然災害により大会の中止等変更事項を

お知らせする場合は 主催者側より大会当日の午前6時の時点で最終判断を行い
大会ホームページで発表します。 個別のご連絡は行いません。

参加申込用紙

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------キリトリ線
第3回 加古川まつかぜハーフマラソン

フリガナ

保護者名
(18歳未満の場合）氏名

フリガナ

住所

〒

電話番号 e-mail ＠

参加種目

□男子ハーフマラソン □女子ハーフマラソン 生年月日・年齢 西暦 年 月 日 ・ 大会当日 歳

□男子クォーターマラソン □女子クォーターマラソン 予想タイム 時間 分

□ファミリーマラソン （ 名で参加）
お子さまのお名前と大会当日の年齢

申込規約・注意事項に 同意します
下記申込規約・注意事項をよく読み
同意しますに〇をつけてください。

（ ・ 歳）
（ ・ 歳）
（ ・ 歳）

緊急連絡先
氏名

電話番号

BESTS
公式LINEアカウント


