申 込 方 法

大会に関するお問合せ先

※次のいずれかの方法で申込みください。

玉名市横島町いちごマラソン大会実行委員会事務局

（A）インターネットによる申込み

締切日：平成29年12月15日（金）
大会公式サイト
申
込
方
法
支
払
方
法

インターネット
携帯サイト

TEL：0968－84－2122 FAX：0968－84－2104
Mail：yo-kyoiku＠city.tamana.lg.jp
午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）
〒865-0072
熊本県玉名市横島町横島3644 玉名市横島町公民館内

大会要項

第41回玉名市横島町
いちごマラソン大会

・ 開 会 式 午前 9 時20分
・ スタート 午前10時00分
・場

参加賞・
土産引換

http://ichigo-marathon.jp

●クレジットカード払い
●コンビニエンスストア支払い
※申込みをされても指定日までに入金がない場合はエントリーを
取消します。
●エントリー手数料
4,000円まで205円 4,001円以上は申込み料金の5.15％

平成30年 2 月25日（日）

日 時

玉名温泉宿泊のご案内

所

横島小学校体育館

・ 引換時間 午前7時30分～午後1時30分

玉名温泉宿泊の申込みにつきましては、玉名温泉観光旅館協同組合
に直接お問い合わせください。

※ゼッケン確認により配布します。
※大会10日前頃にゼッケン・その他案内資料を
送付します。

玉名温泉観光旅館協同組合 TEL：0968－74－2961
10：00～18：00
（12/31～1/3を除く）

部門番号

スタート時刻

①
②
③
④

10：20
10：25
10：10
10：15

⑤
⑥
⑦
⑧

10：35

一般男子の部（高校生～34才） ⑨
壮年男子の部（35才以上） ⑩
一般女子の部（高校生以上） ⑪

10：30

種 目
（B）郵便振替による申込み

締切日：平成29年12月6日
（水）
指定の申込用紙（払込取扱票）に必要事項を記入し、参加料
を添えて郵便局で申込みください。
※申込用紙1枚で4名まで申込みできます。ゼッケン等の
送付物はまとめて代表者に送付しますので、住所の記載
は代表者のものにしてください。
※郵便振替の受付時間は郵便局により異なります。締切日
以降の振替はできません。

（C）大会事務局窓口での申込み

締切日：平成29年12月15日（金）
指定の申込用紙（払込取扱票）に必要事項を記入し、参加料
を添えて大会事務局窓口で申込みください。
※受付時間：午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

（B）
、
（C）でのグループ申込み
代表者を定めてグループでの申込みも可能です。
「グループ
参加申込書」は大会事務局または、いちごマラソン公式
サイトから取得することができ、メール（件名に「いちご
マラソン申込み」と記載してください）
、郵送でも受付ます。
※代表者は大会に参加する方に限ります。
※参加料は指定の申込用紙（払込取扱票）に代表者の氏名・
住所・電話番号（携帯電話、自宅等、必ず連絡の取れる
番号をお書きください。
）のみ記入し、参加者全員の参加
料を一括してお支払いください。
※各申込締切日までに申込みと入金が完了しない場合は、
受付を取消します。
※申込書をメール、郵送で提出する場合は、申込みと入金
は、同日に行ってください。
（郵送の場合は入金日に投函
してください。）

交通アクセス

小学生

JR鹿児島本線玉名駅より車で20分。
有明フェリー長洲港より車で25分。
九州新幹線新玉名駅より車で25分。
九州自動車道菊水ICより車で30分。
※大会当日は会場周辺が大変混雑しますので、お早めにお越しください。

５

送迎バスのご案内
九州新幹線新玉名駅とJR鹿児島本線玉名駅から会場までの往復は
送迎バスを準備しています。所要時間は30分程度ですが、会場周辺
の混雑等により時間がかかる恐れがあります。

＜新玉名駅 → 会場＞
8時25分発
＜玉名駅 → 会場＞
8時10分発、8時40分発
＜会場 → 新玉名駅、玉名駅＞
12時00分発、14時00分発

2018

2.25(日)
雨天決行

開催日

申込締切

同時開催
◆主催／玉名市横島町いちごマラソン大会実行委員会
玉名市・玉名市教育委員会

駐車場に関してのお願い
●駐車場のご案内は、大会の10日前頃にゼッケン・その他案内資料
に同封させていただきます。
シャトルバスの運行についてもご確認
ください。
●大変混雑しますので、
乗り合わせのうえご来場ください。
●遠方の駐車場からはシャトルバスをご利用いただけますが、会場
周辺の混雑によりスタート時刻に間に合わない場合がありますの
で、
お早めにお越しください。

内面の申込方法を
ご確認ください

玉名市特産物市
新鮮なものを
生産者価格で！

JAたまな横島総合支所・横島漁業協同組合
玉名市老人クラブ連合会横島支部

女子の部
中学生…男子の部
女子の部
一般男子の部（学生を除く）
女子の部（高校生以上）

km
コース

１０

km
コース

ハーフマラソン

（21.0975km）
コース

10：00

制限時間（2時間30分） 一般男子の部（高校生以上） ⑫
一般女子の部（高校生以上） ⑬

タイム計測なし

玉名市商工会横島支所
◆協力／横島郵便局・ふるさとセンター Y.BOX

いちごマラソン公式サイト

http://ichigo-marathon.jp
いちごマラソン公式

3年生以下…男子の部
女子の部
（3km）
4年生以上…男子の部
コース

検索

のんびり

（2.5km）中学生以下
高校生以上
コース

⑭
⑮

※年齢は、大会当日の満年齢とする。

10：40

参加資格

健康に自信があり、
自力で走れる人。

申込規約

※給水、トイレ等の場所は、
変更する場合があります。

下記の申込規約に同意のうえ、申込みください。
表

各部門1位～3位にメダル・副賞
（のんびりコースを除く。
）

彰

大会会長賞

特 別 賞

（もっとも参加者が多いグループ）

農協長賞
（参加者の中で最高齢者の男女各１名）

とびとび賞
（大会当日の記録証の着順で下1桁の番号が0の人）

ラッキー賞
抽選会応募券により、抽選を行います。
（賞品 玉名温泉宿泊券、
玉名ブランド認定品など）

参加者全員に参加者名簿・おにぎり券・
貝汁券・いちごジャムを配布

参 加 料
区

分

中学生以下
高校生以上

お土産なし

お土産あり

2,000円

3,000円

3,000円

4,000円

※お土産…いちご2パック・焼海苔

記

録

● RCチップ

にて計測

● のんびりコース及び12：30以降のタイム計測は
行いません。
● 大会当日記録証を発行します。
● RCチップは回収しませんのでお持ち帰りください。

①主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、保険に
加入している範囲内で対応し、応急処置を除いて一切
の責任を負いません。
②申込み後の種目変更、キャンセル及び返金はできません。
③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。
④主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の
個人情報を取り扱います。参加者の個人情報は、大会
参加者へのサービス向上を目的とし、ゼッケン・RC
チップの送付、大会冊子（選手名簿）
、関連情報の通知、
大会協賛・協力・関係各団体からのサービス提供、
記録発表（ランキング等）以外の利用はいたしません。
また、主催者若しくは委託先から申込内容に関する
確認連絡を行う場合があります。
⑤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。
⑥犬などのペットを連れての出走はできません。
⑦お子様を抱っこ、おんぶ、ベビーカーを押してなどの
出走はできません。
⑧当日来場できない方は、大会翌日の2月26日
（月）
午前
9時から午後5時までに横島町公民館で参加賞、土産
を受け取ってください。
（個別発送は行いません）
⑨参加賞及び土産等の引換については、ゼッケンにより
確認を行いますので、必ずゼッケンの提示をお願い
します。
（ゼッケンは袋から出しておいてください。
）
⑩RCチップの紛失等による再発行には、手数料1,000
円を徴収させていただきます。
（スタート地点横、横
島町公民館ロビーに設置しているインフォメーション
コーナーにお越しください。
）
⑪記録証は当日発行します。後日請求されても郵送等に
よる対応はいたしません。
⑫上記の申込規約のほか、主催者の安全管理・大会運営
上の指示に従ってください。
〈ご注意!!〉
申込み後の参加料
（過剰入金・重複入金も含む）の返金は
いたしません。
また、申込み後の種目変更はできません。
振込手数料等についてはご負担をお願いします。

小学生 コース
（3km）

のんびりの給苺
3㎞の給苺
5㎞の給苺

5kmコース
10kmコース

給苺

ハーフ
マラソン コース
のんびりコース

（21.0975km）
給苺

（2.5km）

給苺

給水
（19.5km 地点）

給水
（16.5km 地点）

トイレ
（公園内）
（1.7km 地点）

給水・給苺
（5.2km 地点）
給水
（7.9km 地点）
トイレ
（7.3km 地点）

給水
（8.5km 地点）

トイレ
（5.0km 地点）
給水・給苺
（5.2km 地点）

給水
（12.8km 地点）

トイレ
（10.5km 地点）

※○は10Km

○はハーフの給水所

