
 

三重とこわか国体・三重とこわか大会 開催記念 

みえ松阪マラソン 2020 募集要項 
 

■大 会 名  みえ松阪マラソン 2020(英文名称：MIE MATSUSAKA MARATHON 2020) 

        

■主  催  みえ松阪マラソン実行委員会 

 

■共  催  三重県／松阪市／松阪市教育委員会／㈱中日新聞社 

 

■主  管  (一財)三重陸上競技協会／三重県ウオーキング協会 

 

■特別協賛  第三銀行グループ／㈱百五銀行／㈱北村組／松阪新電力㈱／ 

岡三証券㈱／オムロンヘルスケア㈱／ 

宇野重工㈱／辻製油㈱／ 

(医)桜木記念病院／イー・ダブリュ・エス㈱／クラギ㈱／㈱松阪電子計算センター

／㈱ミツイバウ・マテリアル／桑名三重信用金庫／飯土会／松阪ケーブルテレビ・

ステーション㈱／㈱カワセ／㈱松和産業／NTN㈱三雲製作所／㈲岡井博進堂／富士

電設備㈱／日本土建㈱／松阪飯南森林組合／瀬古食品㈲ 

       

■種  目  マラソン(42.195㎞)／ファンラン(2.9km・10km)／応援ウォーク(7.4km) 

 

■開催日時  2020年 12月 20日(日)9：00スタート(マラソンの部) 

 

■種目・定員・スタート時間・制限時間・参加料    

マラソンの部：みえ松阪マラソンコース【日本陸上競技連盟、WA / AIMS公認コース(申請中)】 

             クラギ文化ホール前 スタート 松阪市総合運動公園 フィニッシュ 

       ニクの部・ジュージューの部：松阪市総合運動公園 スタート・フィニッシュ 

       牛歩の部：クラギ文化ホール前 スタート 松阪農業公園ベルファーム フィニッシュ 

 

種目 

マラソン ファンラン 応援ウォーク 

≪ﾏﾗｿﾝの部≫ 

42.195㎞ 

≪ﾆｸの部≫ 

2.9㎞ 

≪ｼﾞｭｰｼﾞｭｰの部≫ 

10㎞ 

≪牛歩の部≫ 

7.4km 

定員 7,000人 1,000人 2,000人 500人 

ｽﾀｰﾄ時間 9：00 9：00 9：20 9：20 

制限時間 7時間 30分 1時間 30分 2時間 30分 

参加料 

(税込) 

【先行エントリー枠】 

松阪ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ申込者

11,290円 

市民先行 

11,290円 

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 

112,900円 

お土産付き 

29,000円 

宿泊付き 

11,290円＋宿泊料 

   

【一般エントリー枠】 

一般 11,290円 

一般 2,900円 

高校生 2,000円 

小学5年生～中学生

1,000円 

一般 4,000円 

高校生 2,000円 

一般 1,940円 

小中学生500円 

小学生未満 無料 

R2.3.17 

 



  ※別途、申込合計金額に対してエントリー手数料がかかります。 

4,000円以下：220円(税込)／4,001円以上：5.5％(税込) 

 

【関門の閉鎖】 

 交通・警備・競技運営上、コース中に関門を設けます。(関門場所は後日、大会公式 HPにてお

知らせいたします)  

マラソンの部：7か所(予定) 

ジュージューの部：2か所(予定)  

各関門の閉鎖時刻までに通過できなかった場合は競技中止となります。また、コース閉鎖地点

以外においても著しく遅れた場合は、競技中止となります。 

 

 ■ランナー  大会中、事故や火災等の緊急事態が発生した場合、コースを緊急車両等が通行し 

ストップ  ます。その際はスタッフの指示により走行を停止していただく場合があります。 

 

 ■参加資格 ①マラソンの部 

大会当日 18歳以上(高校生は除く)で 6時間 50分以内に完走できる方 

        登録の部は設けませんので、日本陸上競技連盟登録者も一般の部でお申込みくだ

さい。申込み時に登録番号等、必要事項を必ず入力してください。 

記入漏れがありますと、日本陸上競技連盟の公認記録となりません。 

 

        ②ニクの部 

        大会当日小学 5年生以上で 30分以内に完走できる方 

         

③ジュージューの部 

大会当日 15歳以上(中学生は除く)で 1時間 30分以内に完走できる方 

         

        ④牛歩の部 

        2時間 30分以内に完歩できる方。ただし、小学生、幼児のみでの参加はできませ

ん。必ず保護者の同伴が必要です。保護者 1人につき小学生 3人まで申込みでき

ます。 

 

※①から④のいずれの部門においても、大会運営上車いすでの参加はできません。 

※①から④のいずれの部門においても、障がいのある方で単独走行(歩行)が困難な方は伴走

(伴歩)者を無料で1人つけることができます。必要な方は、エントリー時にお申込みください。

ただし、盲導犬の伴走(伴歩)はできません。伴走(伴歩)者はご自身で手配してください。 

 

■競技規則  ワールドアスレティックス(World Athletics：WA)並びに日本陸上競技連盟規則及び

本大会規定によります。 

 

■エントリー (1)方法   

インターネット(RUNNET)にて先着順で受け付け、定員に達し次第、締め切ります。

同一人物による重複申込みはすべて無効になりますので、ご注意ください。また、

その返金もいたしません。 

      (2)エントリー期間  

        マラソンの部 

        先行エントリー枠 

4月 29日(水・祝)11：29から 5月 14日(木)11：29まで 

・おおきんな！ 第 15回松阪シティマラソン申込者エントリー 

第 15 回松阪シティマラソン申込者(ウオーキングの部は除く)を対象としま

す。 

※第 15 回松阪シティマラソン申込者ではない方が申込まれても返金いたし

ません。 



  

・まっつぁか限定！ 市民先行エントリー 

定員：1,000人 

エントリー時の RUNNET会員登録情報の住所が松阪市内の方を対象とします。 

          

・たべきれへん！ プレミアムエントリー 

          定員：10人 

          食べきれないほどのボリュームの松阪牛や松阪市の特産品等をセットにした

特別プラン。 

特典内容：出走権、松阪牛や松阪市の特産品、トイレ・待機場所等特別待遇、 

限定ビブス(ナンバーカード)等 

          

・せっかくやで！ お土産付きエントリー  

          定員：29人 

          松阪牛等のお土産をセットにしたご当地直送プラン。 

特典内容：出走権、松阪牛等 

 

  5月 14日(木)11：29から 5月 27日(水)11：29まで 

・まっつぁか満喫！ 宿泊付きエントリー 

   定員：100人(予定)   

   宿泊施設の予約をセットにしたらくらくプラン。 

   特典内容：出走権、宿泊施設の予約 

 

一般エントリー枠 

5月 29日(金)11：29から 7月 29日(水)11：29まで  

 

ニクの部・ジュージューの部 

一般エントリー枠 

5月 29日(金)11：29から 7月 29日(水)11：29まで 

 

牛歩の部 

一般エントリー枠 

5月 29日(金)11：29から 7月 29日(水)11：29まで 

 

■ふるさと  寄附金額：40,000円 

納  税  返礼品内容：マラソンの部出走権、ふるさと納税限定ビブス(ナンバーカード) 

 エントリー   募集人員：100人 

       エントリー期間：4月 29日(水・祝)11：29から 6月 29日(月)11：29まで 

 

■ニックネーム  ビブス(ナンバーカード) 前面に名前やニックネーム等を全角7文字以内で表示できま 

ビブス     す。ご希望の方は、エントリー時にお申込みください。 

(ナンバー  ※有料 500円・交付枚数 1枚。 

カード)    ※全種目の参加者を対象としますが、日本陸上競技連盟登録競技者の方はお申込み

できません。 

※企業名や商品名、その他主催者が不適切と判断する表記は記載できません。 

 

■スタート  マラソンの部は、申込者がエントリー時に申告された「予想タイム」により振り分

けたスタートブロックからスタートとなります。同様に、申告された「予想タイム」

によりビブス(ナンバーカード)を割り振ります。 

ニクの部・ジュージューの部は、スタートブロックの振り分けは行わず、当日、自

己申告により整列しスタートします。申込者がエントリー時に申告された「予想タ

イム」によりビブス(ナンバーカード)を割り振ります。 



 

■選  手  マラソンの部、ニクの部・ジュージューの部は、ビブス(ナンバーカード)等を事前 

受け付け  発送しますので当日の受け付けは不要です。牛歩の部のみ当日受け付けとなります。 

        

■大会ゲスト  瀬古 利彦さん(横浜 DeNAランニングクラブ エグゼクティブアドバイザー) 

野口 みずきさん(アテネ五輪女子マラソン金メダリスト) 

 

■給  水  マラソンの部：第 1給水は約 5km地点、以降約 2.5km毎 コース上 16か所を予定 

       ジュージューの部：コース上 1か所を予定 

 

■参加賞   マラソンの部：大会記念 Tシャツ(予定) 

       ニクの部：大会オリジナルタオル(予定) 

       ジュージューの部：大会オリジナルタオル(予定) 

牛歩の部：大会オリジナルタオル、応援メガフォン(予定) 

 

■表  彰  フィニッシュ会場のメインステージにて表彰式を行います。 

              マラソンの部 

 (1)総合男女：総合男女各 1～8位を表彰します。  

(2)年代別男女：年代別男女各 1～3位を表彰します。 

※29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上 

 

ニクの部 

       (1)総合男女：総合男女各 1～8位を表彰します。 

       (2)年代別男女：年代別男女各 1～3位を表彰します。 

※小学生、中学生、29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上 

 

       ジュージューの部 

       (1)総合男女：総合男女各 1～8位を表彰します。 

       (2)年代別男女：年代別男女各 1～3位を表彰します。 

※29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上 

 

 ※総合男女は号砲からの計測記録(グロスタイム)、年代別男女はスタートライン通

過時刻からの計測記録(ネットタイム)で表彰いたします。 

※年代別男女の表彰は、総合男女の入賞者を除きます。また、年代別男女の表彰式

は行わず、表彰状は後日送付いたします。 

※牛歩の部の表彰はいたしません。 

 

■特別賞   マラソン日本記録が達成された場合、松阪牛 1頭分を贈呈いたします。 

 

■完走賞   マラソンの部：フィニッシャータオル、フィニッシャーメダル 

 

■M M M M V P (Mie Matsusaka Marathon Most Valuable Player)賞 

       みえ松阪マラソンで最も活躍した方へ松阪牛 1kgを贈呈いたします。 

 

■完走証   完走証：公式記録(グロスタイム)のほかに、参考としてスタートライン通過時刻か 

及 び   ら計測したタイム(ネットタイム)を記載した完走証を発行いたします。 

記録証   記録証：日本陸上競技連盟登録競技者の方には、公式記録(グロスタイム)を記載し

た記録証を発行いたします。発行方法については、後日、大会公式 HPにて

お知らせいたします。 

※完走証及び記録証は制限時間内完走者のみに発行し、制限時間外ランナーには発 

行いたしません。 

 



■完歩証   牛歩の部において、完歩された方に完歩証を発行いたします。 

 

■お問い合わせ エントリーに関するお問い合わせ 

        開設期間：2020年 4月 15日(水)～2020年 8月 5日(水) 

       大会参加に関するお問い合わせ 

        開設期間：2020年 11月 20日(金)～2021年 1月 8日(金) 

 

みえ松阪マラソン コールセンター 

       電話 0570-0
ｵ

2
ﾆ

9
ｸ

-2
ﾆ

5
ｺﾞｰ

5
ｺﾞｰ

  

        受付時間：10：00～17：00(※土・日・祝日除く) 

 

■個人情報  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 

について  を遵守し、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、 

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、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。 

 

■駐車場   臨時駐車場(500円)は、松阪市内に数か所を予定しています。 

エントリー時に、インターネット(RUNNET)にて先着順で受け付け、確保した駐車台

数に達し次第、締め切ります。 

       ※駐車場所は主催者にて振り分けます。 

       ※駐車台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用いただくか、

乗り合わせの上、お越しいただきますようお願いいたします。 

       ※電車を利用される方の利便性の向上を検討しています。詳細が決定次第、大会公

式 HPにてお知らせいたします。 

 

■シャトルバス  各会場と松阪駅や各臨時駐車場を結ぶ無料シャトルバスを運行いたします。 

詳細な運行計画・時間等が決定次第、大会公式 HPにてお知らせいたします。 

 

■手荷物   貴重品以外の手荷物はスタート会場内の手荷物預かり所へお預けください。ただし、

牛歩の部への参加者の手荷物はお預かりできません。貴重品は各自の責任で管理し

てください。盗難・紛失等の責任は主催者及び関係団体では負いません。なお、手

荷物の大きさには制限があります。 

 

■そ の 他  ①主催者の責によらない事由(警報・地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等)で

大会が中止・縮小となった場合、参加料の返金は一切行いません。 

       ②日本陸上競技連盟登録競技者の方は、登録確認をいたしますのでエントリー時に

正確な登録情報を記入してください。 

③大会参加に関しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診する等体調 

には万全の配慮をしてください。 

④審判員がレース続行不可能と判断した参加者、また、他の参加者への妨害(背走、

変則走等)になると判断した場合は、走行を中止させることがあります。 

⑤レース中に他のランナーに迷惑となる行為（仮装、ゲタ、旗等）であると審判が

判断した場合は、対象物を没収いたします。審判の指導に従わない場合は失格と

いたします。 

⑥記録計測はマラソンの部、ニクの部・ジュージューの部のみ記録計測用チップに

より行います。事前に郵送されたビブス(ナンバーカード)と一緒に入っている記

録計測用チップをスタート前までに各自で靴に装着してください。なお、このチ

ップはゴール後に必ず返却してください。牛歩の部の記録計測は行いません。 



※万一記録計測用チップを紛失された場合は 1,500円を請求します。大会に参加

されない場合は、事前に郵送された記録計測用チップを、同封の返信用封筒にて

返送してください。 

⑦給水・給食所は主催者が用意します。スペシャルドリンクは受け付けしません。 

⑧公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催者は一切責任を負いません。 

⑨広告目的で大会会場(コース上を含む)に企業名・商品名等を意味する図案お 

よび商標等を身につけることや表示することはできません。また、幕、プラカ 

ード等による主張や宣伝行為はできません。 

⑩主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行うことがあります。 

⑪上記のほか、大会に関する事項については大会主催者の指示に従ってください。 

 

■申込み   ①同一人物による重複申込みはすべて無効になりますので、ご注意ください。 

に関する  ②同一人物による複数種目申込みが判明した場合は無効といたします。 

注意事項  ③年齢、性別、記録等の虚偽申告、申込者本人以外の出場(不正出場)は認めませ 

ん。個人もしくは団体での不正出場が判明した場合、出場が取り消されるばかり

でなく、今後の本大会への申込み自体ができなくなる場合があります。 

④大会での代理出走はできません。こうした行為が判明した場合は失格となります。

その場合、主催者はいかなる補償もいたしません。 

⑤上記①②③④に該当する場合、申込み後の参加料の返金はいたしません。 

⑥エントリー後の記載内容変更、修正、キャンセルはできません。登録内容に問題

がある場合のみ事務局からご連絡先のメールアドレスもしくは電話番号宛に問

い合わせいたします。 

⑦コールセンター及び事務局へのお電話による申込状況のお問い合わせ・照会等は

できませんので、ご了承ください。 

⑧インターネット回線の不具合等による申込みの遅れについて、主催者は一切の責

任を負いません。インターネット申込みの場合、ご利用の端末機、ブラウザソフ

トによって申込みできないことがあります。 

⑨未成年者の方は、必ず保護者の同意を得て申込んでください。本申込みをもって

保護者の同意があったものとみなします。 

 

■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同意のうえ、お申込みください) 

       ①大会要項及び申込みに関する注意事項を理解した上でのお申込みとし、エントリ

ー後は、いかなる場合であっても、自己都合による種目変更、キャンセル、参加

料の返金はいたしません。 

②警報・地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による中止・縮小の場合、参加

料の返金は一切行いません。 

③主催者は競技中の傷病や紛失、事故に際し、応急処置及び主催者の故意また  

は重大な過失によるものを除いて一切の責任を負いません。 

④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となります。 

⑤過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 

⑥大会中の映像・写真・記事・記録・申込者の氏名、年齢、住所(国名、都道府県

名または市町村名)等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖

像権は主催者に属します。 

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り扱います。 

⑧本大会は国内の関連するすべての法律を遵守し、実施されるものといたします。 

⑨上記の申込規約のほか、主催者が別途定める競技注意事項に則して開催いたしま

す。 


