
2014年も川越市を応援します。

サミーは小江戸川越ハーフマラソン2014を応援しています。

小江戸川越ハーフマラソン2014

今成2丁目交差点

●平塚橋東交差点

●主催／川越市、（一財）埼玉陸上競技協会　●共催／川越商工会議所　●主管／小江戸川越マラソン実行委員会、川越市陸上競技協会
●企画運営／川越商工会議所青年部、（社）川越青年会議所、川越商業経営研究会
●後援／埼玉県、埼玉県教育委員会、川越市教育委員会、川越市体育協会、川越市自治会連合会、（公社）小江戸川越観光協会、

いるま野農業協同組合、川越商店街連合会、読売新聞さいたま支局、報知新聞社
●特別協賛／サミー株式会社
●協賛／いちのや、AsiAグループ、（株）ぎょうざの満洲、（株）埼玉スポーツセンター、アシックス販売（株）、大塚製薬（株）、他

小江戸川越マラソン実行委員会事務局

詳しくはホームページをご覧下さい ▶ http://www.koedo-marathon.com

主

　催

共

　催

特
別
協
賛

種

　目

☎049-228-0102川越市役所
スポーツ振興課内

ハーフ
＊日本陸連公認＊

FUN RUN
約4km10km

2014.11.30

時代〔とき〕を駆け抜けろ！
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埼玉陸上競技協会

ゲスト
ランナー

ゲスト
ランナー川内優輝選手 猫ひろし選手

2014.11.30開催

日

会　場 コース 川越市内巡回コース川越水上公園

申込期間

2014年
8月6日水10時から

9月30日火まで

※定員になり次第締め切らせていただきます。

時代〔とき〕を駆け抜けろ！



大　会　実　施　要　項

開 催 日 2014年11月30日（日）雨天決行

募集人数 10,000人
（各種目先着順。定員になり次第、締め切ります。）

種目・参加資格

交　　通

会場の川越水上公園へはＪＲ川越線西川越駅から徒歩約
１５分。当日東武東上線・ＪＲ川越線川越駅及び西武新宿
線本川越駅から会場まで送迎バスを用意いたします。車
での来場は、送迎を含めご遠慮ください（事前申込の有
料駐車券をお持ちの方を除く）。なお、会場付近では車の
進入を規制します。

各種目ともに健康な一般市民ランナーで、本大会規則
を遵守できる人なら誰でも参加できます。
本大会申込規約に同意いただいたランナー。
大会当日の出場はエントリーされた本人に限ります。
（代理出走は認められません。違反者は失格となります。）
大会前に必ず医師の診断を受け、レース出場に支障
がないと認められたランナー。
18歳未満の出場者は参加通知書に保護者の承認（捺
印）が必要です。
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ハーフの部・１０kmの部は各部１位～１０位の方に賞状、
副賞が贈られます。
Ｆｕｎ Ｒｕｎの表彰はありません。

http://www.koedo-marathon.com
大会ゲストの発表、申し込み状況、事務局からのお知らせなど、最新情報を随時更新していく予定です。ぜひ、アクセスしてください。

大会ホームページ

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、大会主
催者協賛・協力・関係各団体からのサービス提供、記録（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。各種案内を希望されない方は、大会事務局にその旨お申し出ください。

会　　場

募集期間

川越水上公園

受　　付
表　　彰

●制限時間内の完走者全員に当日、記録証（完走証）を
発行します。

●大会結果は、大会ホームページにすみやかに掲載しま
す。また、希望者には有料で成績表を郵送いたします。
受付会場でお申し込みください。

団体エントリーもできま
す（ＰＣのみ）。一度に３
０名までお申し込みがで
きます。

成績・記録

●事前（１１月中旬発送予定）に送付された参加通知証
と引き換えにナンバーカードと参加賞をお渡しします。
●参加通知証を紛失またはお忘れの方は、再発行手数
料５００円が必要です。　

●男子更衣室、女子更衣室を会場内に設けております。
コインロッカー（１００円）が男女あわせて、８,０００
ボックスあります。

選手受付
について

参加資格

注意事項
ほか

申込規約

個人情報の
取り扱いに
ついて

2014年度日本陸上競技連盟競技規則および本大会規
則によります。競技規則

マラソンランナー応援店マップは、参加通知証とともに送
付させていただきます。（１１月中旬発送予定）

参加者特典

関門制限
について

川越水上公園内
11月29日（土）前日 午後1時00分～午後4時00分

11月30日（日）当日 午前6時45分～午前8時00分

２０１4年８月６日（水）午前１０時～９月３０日（火）まで
※募集期間内であっても、定員に達した場合は、申し込みを終了します。

申込方法 以下の方法でお申し込みください。
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http://www.sportsentry.ne.jp/
携帯の場合、右記QRコードから簡単
にアクセスできます。

エントリー手数料　参加費４，０
００円以下は２００円。それ以上
は参加費合計金額の５％ コンビニ・

クレジットカード
など

コンビニ・
クレジットカード
など

インターネット
（PC・携帯）

℡ ０５７０－５５０－８４６
（平日10：00～17：30）祝日を除く
※通話料は申込者の負担になります。

エントリー手数料300円電　　　   話

全国のファミリーマート店舗にある、
Famiポートで24時間申し込みが可
能です。

操作終了後、３０分以内
に支払いをしないと無
効になります

エントリー手数料200円 現金またはクレ
ジットカード払い

ファミリー
マート

(Famiポート)

有料駐車場希望の方は、同時に申し
込みをすることができます。
１台２，０００円（5５０台）。規定台数に
なり次第受付を終了します。

※種目・駐車場を別々に
申し込みをしますと、手
数料が割高になります。

手数料１５～３００円駐　車　場

ハーフマラソンは2時間４５分、10kmは1時間25分、
Fun Run４５分。また、下記通過ポイントを制限時間内で
通過できないランナーは、競技圏外とします。

TEL.049－228－0102
（月～金/8:30～17:00 祝日を除く）

TEL.048－778－5880
（月～金/10:00～17:00 祝日及び８月13日～15日を除く）

小江戸川越ハーフマラソンエントリーセンター

大会に関するお問い合わせ先（申し込みに関する問い合わせ）

小江戸川越マラソン実行委員会事務局

  4.1km
（川越市役所）

  7.0km 
（ＪＡいるま野）

13.7km 
（資源化センター）

18.9km 
（保健センター）

  4.1km 
（川越市役所）

  7.7km 
（保健センター）

10時46分

11時25分

  9時35分

  9時55分

  9時05分

  9時35分
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制限時間

●ダブルエントリーは、スケジュール上できませんのでご注意ください。
●体の前面にナンバーカードを装着してください。（日本陸連登録の部については、背面も）
●準備運動、ウォームアップをして体調を整えてください。
●体調が万全でない参加者は、無理せず出場を取り止めてください。
●参加者全員、レクリエーション傷害保険に加入します。参加者は保険証（コピー可）を必ず持参してください。
●ナンバーカード通知（参加通知証）は11月中旬に発送いたします。諸事情によりナンバーカード通知証が届かない場合は小江戸川越
ハーフマラソンエントリーセンターにお問い合わせください。
●華美な仮装はお控えください。

参 加 費
●ハーフ・10km共通：4,000円
●Fun Run一般の部：2,500円
●Fun Runペアの部：4,000円

申し込みについて

QRコード

1. 主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
2. 自己都合による申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。
3. 年齢・性別の虚偽申請、申込書登録者以外の出場（不正出走）は認めません。その場合、出場が取り消されます。
4. 地震・風水害・降雪・事件・疾病・その他天災等による中止の場合、参加料は返金いたしません。
5. 前記2・3、または過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
6. 大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は、主催者に属します。
7. 主催者は、上記の申込規約等に則って開催します。

大会申し込みに際して、参加者は下記の申込規約に同意の上、申し込み願います。

●ハーフ（21.0975km）　日本陸連公認コース　
　スタート　午前8時55分　予定募集定員　６，０００人

ハーフ 40代男子の部
ハーフ 50代男子の部
ハーフ 60代以上男子の部

ハーフ 陸連登録女子の部

ハーフ 一般女子の部
ハーフ 40代女子の部
ハーフ 50代女子の部
ハーフ 60代以上女子の部

ハーフ 陸連登録男子の部

ハーフ 一般男子の部 満１８歳以上（高校生不可）

満１８歳以上の日本陸連登録者
（高校生不可）

満40歳～満49歳
満50歳～満59歳
満60歳以上

満１８歳以上（高校生不可）

満１８歳以上の日本陸連登録者
（高校生不可）

満40歳～満49歳
満50歳～満59歳
満60歳以上

種　目 参加資格 （大会当日を基準）

種　目

10km 50代男子の部
10km 60代以上男子の部
10km 一般女子の部
10km 40代女子の部
10km 50代女子の部
10km 60代以上女子の部

参加資格 （大会当日を基準）
10km 一般男子の部
10km 40代男子の部

高校生以上
満40歳～満49歳
満50歳～満59歳
満60歳以上
高校生以上
満40歳～満49歳
満50歳～満59歳
満60歳以上

●10km（10.12km）　
　スタート　午前8時30分　予定募集定員　3,000人

種　目 参加資格 （大会当日を基準）
Fun Run 一般の部
Fun Run ペアの部

中学生以上
小学生と保護者

●Fun Run（約4km）　
　スタート　午前9時35分　
 予定募集定員　一般の部　500人 ／ ペアの部　２５０組５００人

( )
レジにてお支払


