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ふくやまマラソン実行委員会事務局
〒720-0804  広島県福山市緑町2-2　　　　
福山通運ローズアリーナ「緑町公園屋内競技場」内

TEL・FAX.084-982-9919
月～金 8：30～17：00 （土・日・祝日及び12/29～1/3を除く）

大会に関するお問い合わせ先
パンフレット・専用振替払込用紙の請求方法

E-mail : fukuyama-marathon@friend.ocn.ne.jp
U R L :  https://fukuyama-marathon.jp/

会場地図

閉鎖関門（10：20） トイレトイレ

トイレ
給水所

トイレ

エブリイ福山市民球場

下記3点を同封し、
封書で事務局宛にご請求ください。

1.希望部数を記入した用紙

3.返信用切手
※あらかじめ返信用封筒にお貼りください。
（請求部数により切手代が異なります。
詳しくは事務局までお問い合わせください。）

※名前・住所を記入してください。
2.返信用封筒

10kmスタートフィニッシュ地点

福山通運
ローズスタジアム

（竹ケ端運動公園陸上競技場）
スタート
フィニッシュ

陸上競技場
スタート
フィニッシュ

ふくやまマラソンhttps://fukuyama-marathon.jp/大会HPを新設しました!

2022
SUN3/20

ふくやま
40第40回第40回第40回

FUKUYAMA MARATHON

マラソン

■主催／ふくやまマラソン実行委員会（福山市、福山市教育委員会、公益財団法人福山市スポーツ協会、福山市陸上競技協会、福山市スポーツ推進委員協議会、中国新聞備後本社）
■後援／福山商工会議所、一般社団法人福山青年会議所、一般社団法人福山市医師会、国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所、福山市明るい選挙推進協議会、福山市選挙管理委員会、福山地区消防組合、公益社団法人福山観光コンベンション協会、

株式会社エフエムふくやま、福山市民走ろう会
■協賛／福山通運株式会社、テラル株式会社、公益財団法人天野スポーツ振興財団、青山商事株式会社、株式会社エフピコ、ツネイシホールディングス株式会社、JFE スチール株式会社西日本製鉄所、アサヒグループ食品株式会社、ホーコス株式会社、
　　　　株式会社ジェーイーエル、株式会社サンエス、有限会社源泉堂、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、大塚製薬株式会社広島支店、株式会社ププレひまわり、スーパースポーツゼビオ福山店、SPORTSDEPO 福山店
■協力／福山東警察署、福山西警察署、福山丸之内ロータリークラブ、鞆鉄道株式会社、福山市公衆衛生推進協議会

専用振替払込用紙
2021年12月1日水～2021年12月17日金2021年12月1日水～2022年1月15日土

RUNNET（インターネット） ※日付印有効
専用振替払込用紙が必要な方は、
裏面をご覧ください。

日本遺産にも認定
された瀬戸内の
景勝地、鞆の浦

常夜燈

ばらのまち福山
イメージキャラクター

「ローラ」

ばらのまち福山
イメージキャラクター

「ローラ」
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１．期　　日　
　　2022年（令和4年）3月20日（日）雨天決行・順延なし
　　
２．会　　場
　　●福山通運ローズスタジアム（福山市竹ケ端運動公園陸上競技場）
　　　広島県福山市水呑町4748  
　　　TEL.084-956-4563
3．参加資格
　　●広島県内在住者・１人１種目（10㎞の部は、制限時間内に走れる走力のある人）
　　　※申込日から大会当日までの間、県内に在住していること。
　　●ファミリーの部は同一家族（保護者と小学生）で申し込んでください。
4．申込期間
　 【RUNNET(インターネット)】
      2021年12月1日（水）～2022年1月15日（土）
　　※各種目定員になり次第、締め切りますので、ご注意ください。
      注１　１０㎞・３㎞・2.5㎞の団体申し込みについては、
　  　 　  インターネットのみの申し込みとなります。ご注意ください。
　　【専用振替払込用紙】 
      2021年12月1日（水）～2021年12月17日（金）（日付印有効）
　   注１　ファミリー2.5㎞の部は、専用振替払込用紙にて
　　　 　  合計５名まで申し込み可能となっています。

5．参加通知
大会開催日の2週間前までにナンバーカード（ゼッケン）を発送します。
※ナンバーカード（ゼッケン）を紛失された方は再発行します（有料:1,000円）。

6．受　　付
　　大会当日、受付は行いません。 
　　※郵送されたナンバーカード（ゼッケン）は忘れずにお持ちください。 
　　※当日「健康管理チェックシート」の提出及び検温を行います。

7．表彰・記録証・参加賞
　　（表彰）各種目区分、上位8位までの順位表彰とします（3位まではメダル授与）。 
　　※表彰式は行いません。成績発表後、所定の場所でお受け取りいただきます。
　　※種目区分の出場者が20名未満の場合は表彰対象外とします。
　　（記録証）Web 完走証とします（紙での完走証発行はしません）。
　　（参加賞）出場者全員に参加賞をお渡しします。

8．競技規約
　　2021年度（公財）日本陸上競技連盟競技規則及び大会開催要項によります。

9．着順判定
　　自動計測により着順を判定します。
　　※計測タグを紛失された場合、後日、実行委員会より実費（1,000円）を請求さ

せていただきますので、くれぐれもご注意ください。
　　※大会結果は大会HP（https://fukuyama-marathon.jp/）に掲載します。
10．競技上の注意

①出走者は申込者本人に限ります。 
②競技に支障のある仮装並びに他のランナーに著しく迷惑をかけるような行為

があった場合には、係員の指示に従い、出走を中止していただきます。
③安全でスムーズなスタート運営のため、10kmの部では申し込み時の申告タ
イムを参考にスタートブロックを設定し、ブロックごとのウェーブスタートとし
ます。申告タイムが未記入の場合は、最後のブロックからのスタートとなりま
すので、ご了承ください（スタートブロックの組は、後日、通知します）。 

④10kmの部のみ、ネットタイム計測となりますので、スタート号砲後、慌てず他
のランナーとの間隔をとってスタートしてください。

　※ネットタイムは、号砲合図とは関係なく、スタートライン通過からフィニッ　
　シュラインまでのタイムを計測します。

⑤緊急車両通行の際は、競技を一時中断する場合があります。中断中の記録修
正は一切行いません。

⑥競技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は、競技中止の
指示に従ってください。また、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従って
ください。 

⑦10kmの部のみ給水所を設けます。 
⑧ファミリーの部は、エントリー家族全員一緒にフィニッシュしてください。
⑨10kmの部は、車いす（競技用車いすを含む）または歩行補助具（杖、歩行器
等）の使用は出来ません。2.5km及び3kmの部に限り、車いす（競技用車い
すは含まない）または歩行補助具を使用する場合は、主催者が大会運営に支
障がないと認めた場合のみ参加できます。 

⑩10kmの部の制限時間は、号砲を基準とします。 
⑪10kmの部のみ交通規制の関係上、7km地点の制限時間（10：20）及び競技
終了時間（10：40）を設定します。 

⑫全種目、ベビーカー等を押しての参加、ペットを連れての出走は出来ません。 

11．その他
①自然災害・事件・事故・疫病等により開催縮小、中止をする場合はホームペー
ジ及びメールにてお知らせします。

②新型コロナウイルス感染対策として大会1週間前からの検温・体調等の情報
を記載した書類を提出することに同意の上で参加申込みをご検討ください。

③新型コロナウイルス感染拡大状況により大会を中止した場合の参加料につい
ては、中止が決定した時点までに準備に要した経費を差し引き、残額の範
囲内でクオカー ド等による返金をします。

④駐車場に限りがあります。乗り合せてのご来場あるいは公共交通機関の利用
にご協力ください。

⑤計測用タグはフィニッシュ後、参加賞の引き換え時に必ず返却してください
（紛失した場合は実費1,000円を請求します）。
⑥会場内に救護所を開設し、健康相談にも対応しています。出走前の体調異
常などがありましたら、事前にご相談ください。

⑦オリジナルTシャツを販売します。申込時に同時に申し込んでください。
⑧今大会は新型コロナウイルス感染防止の観点から飲食の販売・ステージ
ショーなどふれあい広場でのサービスの提供は行いません。

⑨会場内は全面禁煙です。
12．主催者責任

本大会では当日傷害保険に加入しており、その補償範囲内での対応としてい
ます。その他競技中の事故に関しましては全て応急処置のみとさせていた
だきますのでご了承ください。

申込規約 ※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、申し込んでください。

１.自己都合による申込後の種目変更・ 
　キャンセル・権利譲渡・名義変更はで
　きません。また、過剰入金・重複入金
　の返金はいたしません。
２.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あります。その場
　合、主催者が定める方法により返金
　いたします。
３.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病
　等による開催縮小・中止することがあ
　ります。その場合の参加料返金の有
　無・額、通知方法等については、主催
　者の決定判断に委ねます。
４.私は、心疾患・疾病等なく、健康に留
　意し、充分なトレーニングをして大会
　に臨みます。
５.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。
６.私は、大会開催中の不慮の事故、傷
　病、紛失等に関し、主催者の責任を免
　除し、損害賠償等の請求をいたしません。

７.私は、別途定める「新型コロナウイル
　ス感染防止対策及び大会中止規定」
　に記載する事項、その他、主催者が感
　染対策を行う上での取り決め事項に
　同意のうえ、申し込みます。
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適用範囲
　内であることを了承します。
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.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・
　表彰の取消し、次回以降の資格剥奪
　等、主催者の決定に従います。また、
　主催者は虚偽申告・代理出走者に対
　して救護・返金等一切の責任は負い
　ません。
11.大会の映像・写真・記事・記録等（名前・
　年齢・性別・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、使用権は主催者に帰属します。

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・関係各団体からのサービスの提供、記録発表（ランキング等）に利用します。また、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

またはRUNNET 専用振替払込用紙 で申し込むことができます。 ※実行委員会事務局への持参不可申し込み方法

開　催　要　項

別紙の専用振替払込用紙（コピー不可）に必要事項をご記入の上、参加料を添えて、ゆ
うちょ銀行または郵便局窓口でお申し込みください。確認用にコピーを大会まで保存
されることをおすすめします。　※払込手数料:窓口203円、ATM152円

申込期間 2021年12月1日㈬～2021年12月17日㈮日付印
有　効

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
お申し込みください。支払方法は、お申し込みの際にお選びいた
だけます（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。
※エントリーの際は、ＲＵＮＮＥＴへの会員登録（無料）が必要となります。
※エントリー手数料:支払総額4,000円まで220円（税込）
　　　　　　　　　4,001円以上5.5%（税込）

https://runnet.jp/

申込期間 2021年12月1日㈬～2022年1月15日㈯まで

会場駐車場と交通のご案内

●駐車場（有料・無料）
◎ A・B駐車場（有料:1,000 円） 7:00開錠
◎ C駐車場（無料）7:00開錠 
※会場までのシャトルバスは運行しません。
※C駐車場出入口の道路が走路となる為、9:00～10:30の間は交通規制となりますので、
　出入りが出来ません（規制時間が変更となる場合があります。再度、ホームページでご確認ください）。 駐車場には限りがあります（先着順）。  公共交通機関をご利用ください。

●ＪＲ福山駅前～竹ケ端運動公園バス停まで臨時バス運行
（駅前5番乗り場）片道390円

◎運動公園行き　　7:00～13:00まで（15分間隔）

◎JR福山駅行き  10:00～16:00まで（30分間隔）

※運動公園行きが混雑しているときは、路線バス（鞆線約１５分毎に運行中）の福山商業高校前まで

　ご乗車ください（下車後、会場まで徒歩約１０分）。

●山陽自動車道
福山東I.Cより約25分

福山西I.Cより約35分

福山SAスマートI・Cより約15分
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マート
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マート
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22 ハローズハローズ

新涯6丁目交差点新涯6丁目交差点

AA

BB

CC
芦田川大橋芦田川大橋

駐車場のご案内

７：0０開場
竹ケ端周辺の駐車場（A・B）は
協力金1,000円を申し受けます。

種　　　　目 定員（先着） 参加資格・参加料 スタート時刻 区　　分 種目番号

ファミリー（2.5㎞）

1,500人

1人2,000円
（保護者と小学生）

1人2,000円
（小学生）

ファミリー

2.5㎞

1・2年生 女子

1・2年生 男子

3・4年生 女子

3・4年生 男子

5・6年生 女子

5・6年生 男子

13:45

1組 13:00

2組 13:15

3組 13:30

３㎞ 1,000人 2,500円
（中学生以上）

高校生以上 女子

高校生以上 男子

中学生 女子

中学生 男子

１０㎞
制限時間10：40
関門・7㎞地点10:20

※日本陸連公認コース
ではありません。

1,500人

Aブロック 9:00
Bブロック 9:05
Cブロック 9:10
※ブロックごとの
　ウェーブスタート
　とします。

1組 11:00
2組 11:05
※各区分のスタート
　時刻は後日ご案内
　します。

30～44歳以下 女子

29歳以下 男子

60歳以上 男子

30～44歳以下 男子

45～59歳以下 男子

29歳以下 女子

45歳以上 女子

一般3,500円
（高校生以上）

https://fukuyama-marathon.jp/大会ホームページ

RUNNET

RUNNET

※必要な方は、84円切手（※4枚まで）を同封の上、事務局までお申し付けください。
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