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参加賞参加賞

※2kmファンランは加賀市産の特産品

大会募集要項が必要な方は、封筒に希望枚数を明記し部数に応じた切手を貼った封筒を同封して、事務局へご請求ください。

個人情報取扱いについて　　
主催者は、大会運営のために知り得た個人情報については、法律及び関係法令等を厳守し、個人情報保護方針に基づき、個人情
報の取扱いをいたします。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、次回大会の案内、大会プログラ
ム、記録発表に利用します。

＊素材:ポリエステル100％  【デザイン制作：金沢学院大学】

●染色プリント　●織りあげ900匁
●シャーリング加工　●60㎝×120㎝ 　●日本製（今治産）

選択されていない場合は
A蒔絵ボールペンになります。

大会要項等の資料についてのご請求・お問い合わせ先

★ネイビー

★ホワイト
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私は「加賀温泉郷マラソン2022」に参加するにあたり、下記の事項を誓
約します。
1.私は、大会主催者による大会規約、規則、指示に従うことに同意いたします。
2.私は、大会において大会主催者が認める新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インター
ネット等の報道機関が選手を撮影又は取材し、それを大会の報道や宣伝の目
的で掲載又は放送することに同意いたします。
3.私は、個人の所有物及び競技備品の管理について一切の責任を持ち、大会主
催者に対してその紛失、破損等の責任を問いません。
4.私は、大会で走ることは潜在的な危険をはらむ行為であることを了解し、関係
有るすべての危険の可能性を承知し、それに対し自ら責任をとる覚悟です。
また、自分自身の健康管理には細心の注意を払い、万一の事故が発生した場
合にも大会主催者及びすべての大会関係者に対し、異議を申し立てせず、責
任も問いません。
5.私は、大会当日のコンディションが悪い場合は、参加を辞退いたします。その
場合でも参加料の返還を申し出することはいたしません。
6.私は、気象状態の悪化及び競技環境の不良等により競技日程あるいは競技内
容に変更があっても異議を申しません。
7.私は、地震、風水害、事件、事故、疾病等による大会開催の縮小、中止の場合、
参加料金の返金は一切行われないことに異議を申しません。
8.私は、加賀温泉郷マラソン2022にて行われる新型コロナウイルス感染症の防
止策に同意し、その内容を遵守いたします。
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JR利用の場合
北陸本線「加賀温泉駅」下車タクシーで約10分
大会当日（4/1７）は無料シャトルバス運行予定

車利用の場合
国道8号線黒瀬交差点より約15分
北陸自動車道「加賀IC」「片山津IC」より約20分
＊当日は道路規制されている区間がありますのでご注意ください。

「加賀温泉郷マラソン組織委員会事務局」
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地  加賀市教育委員会 スポーツ推進課内
TEL:0761-72-7922　FAX:0761-72-7999
E-mail:marason@city.kaga.lg.jp

先着限定
1500個まで

誓約書

おもてなし情報　

●託児所設置（10 km、2kmファンランに参加される方のみ）
●ランナー現在地確認（マラソンランナーの予測位置情報等を提供）

メディカルランナー・
ボランティアスタッフも募集！

★ターコイズ
　ブルー

Tシャツ バスタオル

マラソン 10km

マラソンのみ参加賞が選択できます

B

詳細は大会ホームページを
ご覧ください。

オフィシャルグッズを予約販売します

前 後

大会当日も販売いたしますが、数に限りがあります。購入を希望される方は、参加申
込時に購入枚数等をご記入いただき、参加料と併せて代金をお支払いください。お申
込み後の変更、キャンセルはできません。お申込み後、オフィシャルグッズ引換券を
事前案内書に同封いたしますので大会会場でお引換えください。

観光についてのお問合せ先

〒922-0423 加賀市作見町ヲ6番地2
 https://tabimati.net/
 e-mail:kaga@tabimati.net

電話：

０７６１-７２-６６７８

受付時間 9：00～17：00 

各2,500円
事前予約価格

各3,000円
大会当日価格

https://va.apollon.nta.co.jp/kaga-marathon2022

片山津温泉

山代温泉

山中温泉

 4.17SUN

9:00 START!

2022
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町二41 加賀市教育委員会 スポーツ推進課内
 TEL.0761-72-7922　FAX.0761-72-7999  E-mail:marason@city.kaga.lg.jp
 https://kagaonsenkyoumarathon.com/

お問い合わせ先

加賀温泉郷マラソン組織委員会事務局
検索加賀温泉郷マラソン

主催●加賀温泉郷マラソン組織委員会・（一財）石川陸上競技協会・加賀市陸上競技協会　共催●加賀市・加賀市教育委員会

主管●（一財）石川陸上競技協会・加賀市陸上競技協会　特別協力●北國新聞社・北陸放送・ミズノ株式会社

後援●石川県・加賀市体育協会・スポーツニッポン新聞社・ＮＨＫ金沢放送局・石川テレビ放送・テレビ金沢・北陸朝日放送

あたらしい一歩をふみ出そう。

Restart

▶マラソン［42.195km］…  9：00スタート（制限時間6時間）
▶10km…………………… 11：00スタート
▶2kmファンラン…………10：00スタート4.17 日

※雨天決行

2021年11月1日月▶2022年1月31日月エントリー期間

［申し込み方法］

❶インターネット▶ランネット http://runnet.jp/　▶スポーツエントリー http://i.spoen.net/85833

❷電話…スポーツエントリー電話申込：0570-039-846　※電話での申し込みは平日の10時から17時30分までです。

「加賀ていねい」な
おもてなしを
ご堪能ください！
※新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた対応となります。

21.10.00005①

日本陸連公認
［マラソンのみ］

［大会ゲスト］

増田明美さん

※定員に達し次第締切



加賀温泉郷マラソン 要項2022
［開催日］ 令和4年 4月17日日

開始▶令和3年 11月1日月
締切▶令和4年 1月31日月

①大会当日（４月１７日（日））は会場周辺に駐車はできませんので、臨時駐車
場からのシャトルバスをご利用ください。
②申込時には必ず臨時駐車場の使用の有無を記入してください。
　指定の駐車場は、事前案内書（４月上旬郵送予定）でお知らせします。

①誓約書の内容を確認の上、お申込みください。
②加賀温泉駅から会場まで無料シャトルバスを運行します。
③大会当日は簡単なセレモニーのみ実施し、開会式は行いません。当該募集
要項及び事前に送付する「競技注意事項」を、必ずお読みください。
④マラソン申込時に自己タイムを申告ください。スタートは申告されたタイ
ムでグループ分けいたします。申告が無い場合は最終グループからのス
タートになります。
⑤３時間３０分から６時間まで３０分刻みでペースランナーが一緒に走ります。
⑥ファンランには小学生未満の方も参加できますが、必ず保護者と一緒に参
加してください。
⑦車いすでの参加はできません。
⑧競技中に発生した事故については、応急処置を行います。また、主催者で
傷害保険に加入していますが、保障は保険の範囲以内とし、それ以外の責
任は負いません。※新型コロナウイルス感染症は当該保険の適用外です。
⑨参加申込後の種目の変更は認められません。また、キャンセルした場合の
参加料の返金は行いません。
⑩過剰入金・重複入金された場合でも参加料の返金は行いません。
⑪荷物は専用袋（有料）にて預かります（貴重品除く）。なお、袋の中身の紛
失・破損等については責任を負いません。
⑫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
ニッシュ後靴底の測定を行います。道路競走における競技規則第143条
（TR5）に違反していると認められた場合は失格となります。
　男子：２時間２１分以内
　女子：２時間５６分以内
⑬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。

加賀市陸上競技場～片山津温泉～大聖寺～山代温泉～山中温泉を周回

※マラソンはウェーブスタートを実施します。第１ウェーブがスタートした10分
後に第２ウェーブがスタートする予定です。
※マラソンの制限時間は第１ウェーブを基準とします。そのため、第２ウェーブで
スタートされる方の制限時間は実質５時間５０分となります。

賞 典

駐車場

その他

関 門（マラソンのみ）

申し込み

参加資格

種目

❶インターネット
▶ランネット　http://runnet.jp/
▶スポーツエントリー　http://i.spoen.net/85833

❷電話
▶スポーツエントリー電話申込　0570-039-846
※電話でのお申込みは平日の10時から17時30分までです。

①国内在住の方。　②制限時間内に完走できる方。
③各種目の年齢等の参加資格を有すること。
　■マラソン：１８歳以上（高校生不可）　■１０ｋｍ：１５歳以上（中学生不可）
　■２ｋｍファンラン：年齢制限なし（小学生未満は保護者と参加）
④心身ともに健康な方。（持病、高血圧、心臓疾患、呼吸器系の疾患がある人、ま
た、過去にこのような病歴を持つ人は、医師の診断を受け、許可が必要）
⑤加賀温泉郷マラソン２０２２にて行う新型コロナウイルス感染症対策を遵守
し、ご協力をいただける方。

①各種目年代別（39歳以下、40歳代、50歳代、60歳以上）で８位まで表彰しま
す。※新型コロナウイルス感染防止策として、表彰式は執り行わない場合がご
ざいます。予めご了承ください。（2kmファンランの表彰は行いません。）
②参加者全員に参加賞、完走者にはWeb記録証を発行します。
　（2㎞ファンランの部は記録証はありません。）

　第１ 12.4㎞ 1時間40分 10：40
　第２ 19.2㎞ 2時間38分 11：38
　第３ 25.2㎞ 3時間30分 12：30
　第４ 30.2㎞ 4時間13分 13：13
　第５ 37.9㎞ 5時間22分 14：22

関　　門 距　　離 経過時間 閉鎖時刻

関門以外においても著しく遅れた選手は、審判員の判断で失格を通告す
ることがあります。
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※定員に達し次第締切

▶マラソン（42.195km） ▶10km ▶2kmファンラン
※雨天決行
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コース（マラソン）

新型コロナウイルス感染症対策
加賀温泉郷マラソン2022では日本陸上競技連盟が定める「ロードレース再開についてのガイダンス」に基づい
た新型コロナウイルス感染症の防止策を講じたうえで、皆様をお出迎えいたします。安全・安心な大会とするた
めに、下記の注意事項をよくお読みいただき、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、今後の状況により、内
容に変更が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

参加されるランナーは下記の事項にご協力をお願いいたします。

参加をご検討いただく前に

参加にあたっての注意事項

参加にあたってのお願い  ※参加にあたっては以下の項目を遵守してください。

●65歳以上の方、または基礎疾患を有する方は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、重症化するリスクが高い旨を
十分にご理解いただいたうえで、参加をご検討ください。
●大会主催者が求めるマスク着用、手指消毒などの感染症防止対策に従っていただけない場合は、参加をお断りする場合が
あります。この場合、参加料の返金はいたしません。
●本大会では主催者が加入する保険は、新型コロナウイルス感染症は補償の対象外となります。
●参加者の新型コロナウイルス感染症への感染に対して、主催者は一切の責任を負いません。
●大会が中止となった場合は中止までに要した経費等を勘案して返金の有無及び金額等を決定します。また、翌年度以降の
大会への出場権の持越しは行いませんのであらかじめご了承ください。

●大会15日前（４月２日）までに２度のワクチン接種をお済ませになるか、大会72時間前（４月14日）から大会当日までの
間にPCR検査又は抗原定量検査を実施し、陰性であることを確認してください。ご来場の際には、ワクチンが接種済みで
あることを確認できるもの、もしくはPCR検査又は抗原定量検査の陰性証明書の写しをご持参ください。受付の際に確
認する場合があります。
※ただし2kmファンランは別会場での開催を予定しているため、上記の必要はありません。
●受付の際に「体調管理チェックシート（提出用）」を回収しますので１週間前からご記入をお願いいたします。提出してい
ただけない場合や虚偽の記入が確認された場合は参加をお断りする場合があります。
●大会終了後２週間は「体調管理チェックシート（大会後用）」を使用して体調管理を行ってください。この間に新型コロナ
ウイルス感染症の感染が疑われる症状が発生した場合は、必ずかかりつけの医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染
症への感染が判明した場合には、濃厚接触者の有無も含めて、速やかに加賀温泉郷マラソン組織委員会事務局まで報告し
てください。
※「体調管理チェックシート」は事前に送付します。

●感染症対策として日本海鍋のふるまいやお楽しみ抽選会といった、例年実施してきた取り組みを一部中止する予定です。

●原則として会場（制限区域内）へのランナー以外の入場は認めません。ランナーのご家族等で会場への入場を希望される

方は、２度のワクチン接種をお済ませになるか、大会前72時間以内にPCR検査もしくは抗原定量検査で陰性であること

を確認し、そのことを証明する書類等をご持参ください。併せて、後日大会ホームページに「体調管理チェックシート」を

掲載しますので、ランナーと同様、大会１週間前から記入したうえで当日ご提出ください。また、大会後２週間も同様に

「体調管理チェックシート」を記入し、その間に新型コロナウイルス感染症への感染が判明した際は加賀温泉郷マラソン

組織委員会事務局へ速やかに報告してください。

●提出していただいた「体調管理チェックシート」に記入された個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状

態の把握、出場可否の判断及び必要なご連絡その他感染症防止のためにのみ利用します。また、個人情報保護法等の法令

において認められる場合を除き本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、大会会場にて感染症患者またはそ

の疑いがある方が発見された場合に感染拡大の防止のために利用し、必要な範囲で保健所等に提供することがあります。

●大会内容に変更が生じた場合は公式ホームページやフェイスブックにてお知らせします。
●次の項目に該当する場合は、参加を見合わせてください。この場合、参加料の返金はいたしません。
１．大会開催２週間前から当日までの間に、体調管理チェックシートの項目に該当する症状がある又は体温が37.5℃以上
の日がある場合。
２．大会開催２週間前から当日までの間にPCR検査又は抗原定量検査で陽性反応があった場合。
３．大会開催２週間前から当日までの間に家族や知人に新型コロナウイルス感染症の感染者又は感染疑い者がいる場合。
４．大会当日の時点で、保健所から濃厚接触者として認められ、２週間の健康状態を観察する期間が経過していない場合。
５．大会２週間前から大会当日までに政府から入国制限、入国後の観察を必要とされている国、地域に渡航された場合。
６．大会２週間前から大会当日までに政府から入国制限、入国後の観察を必要とされている国、地域に渡航された方と濃厚
接触がある場合。

ワクチン接種を済ませる 大会前72時間の間に
PCR検査もしくは抗原定量検査

大会前後の
体調管理チェックシート記入

※当日提出分は必ずご持参ください

も
し
く
は

競技時以外の
マスクの着用

可能な限り
フィジカルディスタンス

を確保

積極的な
手指消毒

会場内では
会話は最小限

沿道応援の自粛 日常生活での
感染症対策


