


■開 催 日	 平成28年11月20日（日）　※雨天決行
■プログラム・	 8：00〜14：00
参加賞引換
■開 会 式	 8：50〜9：10
■表 彰 式	 2km…11：00／5km・10km…11：30／ハーフ…13：00

※大会進行上、時間が変更となる場合もありますのでご注意ください。
■会　　場	 彩湖・道満グリーンパーク内
■競技種目

■参 加 費
高校生以上・ファミリーの部…4,000円／小学生、中学生の部…1,000円
※各種目、参加費のうち一部（高校生以上・ファミリー…200円／小学生、中学生…
100円）を東日本大震災復興支援金とさせていただきます。

※参加費には傷害保険料が含まれています。（大会会場の往復途上は含みません）
■表　　彰
◎全部門6位まで。

■特 別 賞
◎シルバーランナー賞・遠来者賞・グッドパフォーマンス賞

■参 加 賞
◎大会オリジナルグッズ

■抽選会・ゲーム
◎抽選会や協力団体による子ども対象のゲーム等があります。

■参加資格
①出場する部門の対象に該当する健康な方。
②18歳未満の方は保護者の承諾を受けていることが条件です。
③車椅子の走行は、コース幅の関係でご遠慮いただいております。
④視覚障害者の方は伴走者がいれば参加可能です。

■記録計測について
記録計測はランナーズチップにて計測します。制限時間内に完走された方については、	
「完走記録証（写真なし）」を当日発行いたします。また、大会数日後からRUNNET
（http://runnet.jp/　※要会員登録）にて「写真入り完走記録証」をダウンロードす
ることができます。

■競技規定
①日本陸上競技連盟競技規則及び大会申し合わせ事項に準じます。
②各種目の制限時間内に完走できない場合は、失格となり記録されません。
③大会競技役員・警備員の指示を受けた場合は、その指示に従ってください。

■そ の 他
①ナンバーカード（ゼッケン）及びランナーズチップを、大会1週間〜10日前に送付します。
②プログラム及び参加賞等は、大会当日に会場内レセプションエリアにてナンバーカード
（ゼッケン）を確認のうえ、お渡しいたします。
③参加選手一覧は、大会ホームページ及び会場にて閲覧することができます。
④出場選手は事前に医師の健康診断を受けてください。なお、大会当日に体が不調の
場合、競技中に異常が感じられた場合は、速やかに競技を中止してください。
※競技中の事故はスポーツ傷害保険の適用範囲内で対応いたします。（大会会場の往
復途上は含みません）

⑤貴重品預かり所（無料）・更衣室を設けています。貴重品についてはA4サイズの封筒に
入る大きさのもののみお預かりします。その他の手荷物については、有料の手荷物預か
り所をご利用ください。

⑥当日は手話による通訳があります。

開　催　要　項

※ 年齢、学年は、大会当日を基準とします。
※ ファミリーの部は、全員一緒でのフィニッシュが完走条件となります。
※ スタート時間は、大会進行の都合で変更となる場合があります。

種  目 No. 部　門 定員（市民優先枠） スタート時間他

ハーフ
（21.0975km）

1

男子

高校生〜39歳以下

3,000名
（900名）

11：00
制限時間（3時間00分）
（選手コール10：50）

2 40歳代
3 50歳代
4 60歳以上
5

女子
高校生〜39歳以下

6 40歳代
7 50歳以上

10km

8

男子

高校生〜39歳以下

2,300名
（700名）

10：10
制限時間（2時間00分）
（選手コール10：00）

9 40歳代
10 50歳代
11 60歳以上
12

女子
高校生〜39歳以下

13 40歳代
14 50歳以上

5km

15 男子
高校生以上 600名

（200名） 10：30
制限時間（1時間00分）
（選手コール10：20）

16 女子
17 男子

中学生 100名
（50名）18 女子

2km

19 男子
小学生（4年生以上） 250名

（100名）
9：20

制限時間（20分）
（選手コール9：10）20 女子

21 ー
ファミリー2〜3名
（メンバーのうち、5歳以上小学生以下の
子どもと、18歳以上の者を各1名含むこと）

450組
（200組）

9：40
制限時間（20分）

（選手コール9：30）

申込期間 2016年7月27日（水）8:30～8月16日（火）

※定員になり次第締切とさせていただきます。

大会ホームページ
（7月中旬リニューアル予定）

http://runnet.jp/
http://www.runrun-toda.jp/

・当日配布するプログラムには参加選手一覧（出走
者名簿）を掲載いたしません。
※名簿を確認される際は、大会ホームページからダウンロードし
ていただくか、当日会場内の閲覧ブースにてご確認ください。

パソコン又は携帯電話から下記のURLにアクセスし、大会エントリーページ
の指示に従ってお申込ください（要会員登録）。お支払方法は、お申込の際
にお選びいただけます（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。
※エントリー手数料：4,000円まで205円（税込）、4,001円以上5.15％（税込）
※定員になり次第締切とさせていただきます。
※定員を超える申し込みがあった場合、入金期限内に参加料の支払いが完了していても、入金日によっ
ては申し込みが無効となる場合がございます。その場合、主催者が定める方法により返金されます。
※エントリーの際はRUNNETへの会員登録が必要です（無料）。

ご留意ください！！

A 市民優先申込 ※戸田市在住の方のみ対象となります。

2016年8月24日（水）9:00～9月13日（火）

一般申込（ ）インターネット・携帯サイトのみ

携帯バーコード
QRコード対応の携帯電話を使うと、申込サイトにアクセスできます。申込期間

B

②市役所文化スポーツ課窓口
市役所３階文化スポーツ課窓口で申込
書にご記入いただき、参加料を添えて
お申込みください。

③郵便振替
振替用紙を戸田マラソンパンフレット発
送センターからお取り寄せいただき、必
要事項をご記入の上、参加料を添えて、
ゆうちょ銀行でお申し込みください。
※ゆうちょ銀行の払込手数料130円　

①インターネット・携帯サイト

携帯バーコード
QRコード対応の携帯電話を使うと、申込サイトにアクセスできます。

TODA MARATHON SAIKO 2016

●ハーフ男子……1時間13分54秒

●ハーフ女子……1時間32分09秒

●10km 男子……32分14秒

●10km 女子……43分11秒

2015年度
大会情報

ハーフ・
10km

優勝記録

●ハーフ………3,380人

●10km………2,306人

●５km ………606人

●２km ………1,276人

申込者数 

（　　　　）合計
７,568人

in

コース上のオアシスポ
イントでは新鮮な果物
のサービスがあります。

1

戸田市の天然温泉「彩
香の湯」がお得な値段
で入浴できます（送迎
バスあり）。

3

トレーニングアドバイ
ス、アイシング等のサ
ポートサービスが受け
られます。

4
柔道整復師・鍼灸師に
よる施術が受けられま
す。

5

会場内では、冷えた身
体を温めるコーンスー
プサービスがあります。

2大会の特徴



申込期間  2016年7月27日（水）8:30～8月16日（火）

※定員になり次第締切とさせていただきます。

大会ホームページ
（7月中旬リニューアル予定）

http://runnet.jp/
http://www.runrun-toda.jp/

・当日配布するプログラムには参加選手一覧（出走
者名簿）を掲載いたしません。
※名簿を確認される際は、大会ホームページからダウンロードし
ていただくか、当日会場内の閲覧ブースにてご確認ください。

パソコン又は携帯電話から下記のURLにアクセスし、大会エントリーページ
の指示に従ってお申込ください（要会員登録）。お支払方法は、お申込の際
にお選びいただけます（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。
※エントリー手数料：4,000円まで205円（税込）、4,001円以上5.15％（税込）
※定員になり次第締切とさせていただきます。
※定員を超える申し込みがあった場合、入金期限内に参加料の支払いが完了していても、入金日によっ
ては申し込みが無効となる場合がございます。その場合、主催者が定める方法により返金されます。
※エントリーの際はRUNNETへの会員登録が必要です（無料）。

ご留意ください！！

A 市民優先申込 ※戸田市在住の方のみ対象となります。

2016年8月24日（水）9:00～9月13日（火）

一般申込（ ）インターネット・携帯サイトのみ

携帯バーコード
QRコード対応の携帯電話を使うと、申込サイトにアクセスできます。申込期間

B

②市役所文化スポーツ課窓口
市役所３階文化スポーツ課窓口で申込
書にご記入いただき、参加料を添えて
お申込みください。

③郵便振替
振替用紙を戸田マラソンパンフレット発
送センターからお取り寄せいただき、必
要事項をご記入の上、参加料を添えて、
ゆうちょ銀行でお申し込みください。
※ゆうちょ銀行の払込手数料130円　

①インターネット・携帯サイト

携帯バーコード
QRコード対応の携帯電話を使うと、申込サイトにアクセスできます。

この大会は、「埼玉マラソングランドスラム連絡協議会」の加盟大会です。
詳しくは、「埼玉マラソングランドスラム連絡協議会」のホームページをご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0312/smgs/index.html

  1. お申込みいただいた参加費の一

部 （高校生以上 ・ ファミリー…

２00円／小学生、 中学生…100

円） を、 公益財団法人東日本

大震災復興支援財団を通じて東

日本大震災の復興支援金とさせ

ていただきます。

  2. 自己都合による申込後のエント

リー内容の変更、 キャンセルは

できません。 また、 過剰入金 ・

重複入金の返金はいたしません。

  3. 地震 ・ 風水害 ・ 降雪 ・ 事件 ・

事故 ・ 疫病等による開催縮

小 ・ 中止、 参加料返金の有

無 ・ 額、 通知方法等について

はその都度主催者が判断し、

決定します。

  4. 私は、 心疾患 ・ 疾病等なく、 健

康に留意し、 十分なトレーニン

グをして大会に臨みます。 傷病、

事故、 紛失等に対し、 自己の

責任において大会に参加します。

  5. 私は、 大会開催中に主催者より

競技続行に支障があると判断さ

れた場合、 主催者の競技中止

の指示に直ちに従います。 また、

その他、 主催者の安全管理 ・

大会運営上の指示に従います。

  6. 私は、 大会開催中に傷病が発

生した場合、 応急手当を受ける

ことに異議ありません。 その方

法、 経過等について、 主催者

の責任を問いません。

  7. 私は、 大会開催中の事故、 紛

失、 傷病等に関し、 主催者の

責任を免除し、 損害賠償等の

請求を行いません。

  8. 大会開催中の事故 ・ 傷病への

補償は主催者が加入した保険

の範囲内であることを了承しま

す （大会会場の往復途上は含

みません）。

  9. 私の家族 ・ 親族、 保護者 （参

加者が未成年の場合）、 または

チームメンバー（代表者エント

リーの場合） は、 本大会への

参加を承諾しています。

10 . 私は、 年齢 ・ 性別等の虚偽申

告、 申込者本人以外の出場

（代理出走） はいたしません。

それらが発覚した場合、 出場 ・

表彰の取り消し、 次回以降の資

格はく奪等、 主催者の決定に従

います。 また、 主催者が虚偽

申告 ・ 代理出走者に対する救

護 ・ 返金等一切の責任を負わ

ないことを了承します。

11. 大会の映像 ・ 写真 ・ 記事 ・ 記

録等において氏名 ・ 年齢 ・ 性

別 ・ 記録 ・ 肖像等の個人情報

が新聞 ・ テレビ ・ 雑誌 ・ イン

ターネット ・ パンフレット等に報

道 ・ 掲載 ・ 利用されることを承

諾します。 また、 その掲載権 ・

使用権は主催者に属します。

12. 大会申込者の個人情報の取り

扱いは、 別途記載する主催者

の規約に則ります。

申込規約※参加者は、大会申込に際し下記の誓約項目に同意のうえ、お申込ください。

　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

関連法令等を厳守し、 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。 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、 次回大会の案内、

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。 また、 当大

会の結果は、 「埼玉マラソングランドス

ラム連絡協議会」 による 「埼玉マラソ

ングランドスラム」 認定を目的として、

同協議会事務局に提供します。 なお、

主催者もしくは委託先からの申込内容

に関する確認連絡をさせていただくこと

があります。

個人情報の取り扱いについて

大会の救護態勢を整備し、安全な大会運営を行うため、ご参加いただく方の中
から「ドクターランナー」を募集いたします。

【内容】  レース中にランナーが倒れる等の緊急事態が発生した際に、 救護活動
や救護スタッフの補助を行っていただきます。

【対象】 ランナーとしてご参加いただく方のうち、医師免許又は救命救急士、
看護師の資格をお持ちの方。 

（大会エントリーは通常どおり行ってください。）
【申込】 ご協力いただける方は、申込手続き完了後、実行委員会事務局までご

連絡ください。後日、必要書類を送付いたします。

※ 救護活動中も記録計測は行われますので、予めご了承ください。

ドクターランナーを募集します！！

◦ お申込いただいた参加費のうち、一部（高
校生以上・ファミリーの部：200円、小・
中学生の部：100円）を公益財団法人東日
本大震災復興支援財団を通じて、東日本大
震災復興支援金とさせていただき
ます。

◦ 大会当日、会場内に「復興支援ブー
ス」を設ける予定です。

復興支援を
継続します！！






