
 2020(令和２年) 

2.16 (日) 

矢掛町総合運動公園 

＜主催＞ 矢掛町・矢掛町教育委員会・矢掛町体育協会・矢掛町スポーツ推進委員会 
＜後援＞ 山陽新聞社・JA倉敷かさや・備中西商工会・矢掛ライオンズクラブ・矢掛町各地区自治協議会 

矢掛町各地区公民館・矢掛町交通指導員会・矢掛町スポーツ少年団・NPO 法人やかげスポーツクラブ 

会 場 

ハーフ 

雨天 
決行 

10.5㎞ 5.7㎞ 3㎞ 

受付／ インターネット （RUNNET） ・ 郵便振替 ・ 事務局窓口 

令和元年12月26日（木）  お申込み 締切／ 

お問合せ 矢掛本陣マラソン全国大会 実行委員会事務局 〔矢掛町 B&G海洋センター内〕 

 
TEL/FAX  0866-83-1100 〒714-1222  

岡山県小田郡矢掛町西川面 1307-3 矢掛町 B&G海洋センター内 

 

矢掛町総合運動公園 スタート 
ゴール 

※ただし、定員になり次第 
締切とさせていただきます 



 
  
開 催 日   令和２年２月１６日（日） 雨天決行 
         受 付 ／ 午前 8 時 00 分～8 時 40 分   開会式 ／ 午前 9 時 00 分～ 
 
主 会 場   矢掛町総合運動公園 （スタート・ゴール） 〔岡山県小田郡矢掛町矢掛 342 番地〕 
 
コース・制限時間・部門・表彰                       ★ 参加者総数 2, 500 名 で締切とします。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1） 年齢は，令和 2 年 4 月 1 日時点の満年齢 とします。 

（※2） 「飛脚コース（ハーフ）」 制限時間  
10 ㎞地点 ・・・ 1 時間 10 分以内     各地点を制限時間内に通過（またはレース終了）できない場合には、 
17 ㎞地点 ・・・ 2 時間    以内     レースを中止、若しくは競技役員（係員）の指示に従ってください。 
ゴール地点 ・・・ 2 時間 25 分以内    （2 時間 25 分以内にレースが終了しない場合には競技を打ち切ります） 

 

参 加 料 

 

 

 

申込方法・申込締切 

（１）インターネットからのお申込み       〔令和 元 年 12 月 26日（木）締切〕 
パソコン・スマートフォン・携帯電話等から下記 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みください。支払方法は、お申込みの際にお選びいただけます。 （クレジット 

カ―ド、コンビニ、ATM など）   矢掛町内の方は、大会事務局に直接お申込みください（下記(2)）。 

     ≪URL≫ ｈｔｔｐ：／／ｒｕｎｎｅｔ．ｊｐ／   （※ エントリー手数料：205 円）  
（２）振込用紙でのお申込み（窓口・郵便振替） 〔令和 元 年 12 月 26日（木）当日消印有効〕 

右下の振込用紙に必要事項を記入のうえ、参加料を添えて、① 大会事務局（矢掛町Ｂ＆Ｇ海洋センター）に持参、 

または ② 郵便振替 でお申込みください。なお、お申込み受付後、参加料等の返却はいたしません。 

参加申込みをされた方は、２月上旬頃に「受付票」を送付いたしますので、当日、会場受付に持参してください。 
 

お問合せ   矢掛本陣マラソン全国大会実行委員会事務局    TEL／FAX 0866-83-1100 
                 〒714-1222  岡山県小田郡矢掛町西川面１３０７-３  矢掛町Ｂ＆Ｇ海洋センター内 

  
注意事項   （１）住民登録されている住所（「親子の部」は親等の住所）によるお申込み（参加料を含む）とします。なお、参加申込書（署 

名欄含む）等に不備等のあるものは受付できません。また、申込み締切り後・大会当日の参加申込みは受付できません。 
（２）参加者は、各自の責任において健康管理を行い、大会参加に不安のある方は予め医師の診断等を受けてください。 

  また、参加者(走者)は原則道路の左側を走り、競技役員・警察官等の指示に従ってください。 
（３）本大会の記録は「自動計測」で行います。完走（若しくはレース中止）後、必ずナンバーカードに装着の IC チップを返却 

してください（ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞは､当日「受付票」と引換え）。紛失等により返却されない場合、弁償していただくことがあります。 
 （４）参加者は申込書内”誓約”箇所の本人氏名欄､参加者が１９歳以下の場合は保護者承諾欄にも記入・押印のうえお申込み下 

さい。また､(17)小学３年生以下(親子)でやむを得ず親以外の方が出場する場合、20 歳以上の責任の持てる方とします。 
 （５）障がいのある方で伴走が必要な場合は、お申込み時、または申込完了後に大会事務局にご連絡ください。なお、介助犬 

    を伴っての参加、車いす等での参加はできません。  
申込規約 大会申込みに際して、参加者は下記の申込規約に必ず同意のうえ、お申込みを行ってください。 
 

１．主催者は、大会中の疾病･傷害･事故等に対し、応急処置を除いて一切の責任を ５．左記２・３、または過剰入金･重複入金の返金は行いません。 
負いません。                              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 

２．自己都合によるお申込み後の部門変更、キャンセルはできません。      等への掲載権は、主催者に属します。また大会後、矢掛町公式ホームペー 
３．住所･氏名･年齢･性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出走）は認め    ジに結果･記録を掲載します。 

ません。その場合、出場が取り消されます。                ７．主催者は、個人情報の保護法令を遵守し参加者の個人情報を取扱います。 
 ４．地震･風水害･降雪･事件･事故等による中止の場合､参加料の返金は行いません。 ８．主催者は、上記申込規約のほか、大会要項に則って大会を開催します。 
 

※  大会会場周辺には、駐車場はありません。大会駐車場（ 次頁参 照）をご利用ください。   

ＱＲコード 

町 外 在 住 町 内 在 住

一般（高校生以上） ３，０００円 ２，０００円 飛脚(ハーフ)、 殿様(10.5㎞)、 姫様(5.7㎞)

小学生・中学生 １，５００円 　　５００円 中学生 = 姫様(5.7㎞)、 小学生 = 若様(3㎞)

親子 ４，０００円 ２，５００円 若様(3㎞)

参　加　料　金
出　場　可　能　コ　ー　ス区　　分

コース スタート時間 制限時間 ナンバーカード コード そ　の　他

16歳～49歳 （男子） 01

50歳以上 （男子） 02 ① 参加者全員に、

16歳以上 （女子） 03 記念品・ナンバーカード

16歳～49歳 （男子） 04 ② 完走者全員に、完走証

50歳以上 （男子） 05 ③ 各部門、1位～6位まで表彰

16歳以上 （女子） 06 （賞状・賞品の授与）

16歳～49歳 （男子） 07 ④ 各部門、「飛び賞」

50歳以上 （男子） 08 ⑤ 特別賞（郷土特産品）

16歳～49歳 （女子） 09 　　＜遠来賞＞

50歳以上 （女子） 10

中学生 （男子） 11

中学生 （女子） 12

小学1～3年生 （男子） 13 　　＜アイディア賞＞

小学1～3年生 （女子） 14

小学4～6年生 （男子） 15

小学4～6年生 （女子） 16

小学3年生以下 （親子） 17

※おかやまマラソン2020招待選手

　の対象者は、町内在住で、「飛脚

　コース (ハーフ)」に出場した選手

　の中から、上位者とします。

　　＜シルバー賞＞

　　　　男性：75歳以上

　　　　女性：65歳以上

飛脚コース
（ハーフ）

　９：３５

 

 2時間25分
　　　   (※2)

青 色

殿様コース
（10.5㎞）

　９：４３ 1時間10分 桃 色

姫様コース

（5. 7㎞）
　９：５２ 1時間 黄 色

部　　門

若様コース
（3㎞）

１０：００ 50分 赤 色

(※１)


