
 

 

第６回いしのまき復興マラソン  

開 催 要 項 

 

１ 主  催 石巻市、石巻市教育委員会、（株）河北新報社、 

（特非）石巻市スポーツ協会、石巻市陸上競技協会 

 

2 共  催 ミズノ（株） 

 

3 主  管 いしのまき復興マラソン実行委員会 

 

4 後  援 宮城県、宮城県教育委員会、（公財）宮城県スポーツ協会、 

（予定）    （一財）宮城陸上競技協会、石巻地区陸上競技連絡協議会、 

石巻地域体育協会連絡協議会、石巻市スポーツ振興議員連盟、 

石巻商工会議所、（一社）石巻観光協会、石巻専修大学、 

宮城県高等学校体育連盟、石巻地区中学校体育連盟、 

石巻市小中学校長会、石巻市町内会連合会、ＮＨＫ仙台放送局、 

スポーツコミッションせんだい、東北放送（株）、（株）仙台放送、 

（株）宮城テレビ放送、（株）東日本放送、（株）エフエム仙台、 

（株）石巻日日新聞社、三陸河北新報社（石巻かほく）、ラジオ石巻ＦＭ76.4 

 

5 協力機関   石巻警察署、石巻地区広域行政事務組合石巻消防本部、石巻市交通安全指導隊、 

石巻赤十字病院、陸上自衛隊多賀城駐屯地第 22 即応機動連隊、 

宮城県漁業協同組合、東日本旅客鉄道（株）石巻駅、（株）ミヤコーバス、 

宮城県タクシー協会石巻支部、宮城県トラック協会石巻支部、日本製紙（株）石巻工場、

石巻魚市場（株）、（株）街づくりまんぼう、（株）フォトクリエイト、いしのまき元気いちば、 

国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所、（一社）石巻圏観光推進機構、 

石巻市かわまち交流センターかわべい、石巻市水産振興協議会、 

石巻魚市場買受人協同組合、石巻冷凍協議会、石巻市水産加工業協同組合、 

渡波水産加工業協同組合、石巻市超低温冷蔵事業協同組合、石巻市漁業協同組合、 

石巻港企業連絡協議会、渡波地区区長会（敬称略・順不同） 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 日   程   令和 4 年 6 月 25 日（土）ウォーキング（ノルディックウォーキング）の部 

（石巻南浜津波復興祈念公園 スタート・フィニッシュ） 

8：00 受 付（来場者全員検温） 

8：45 開始式 

9：00 スタート 

12：30 競技終了 

 

令和 4 年 6 月 26 日（日)マラソンの部 

（石巻南浜津波復興祈念公園 スタート・フィニッシュ） 

6：30 開 場（来場者全員検温） 

9：30 ハーフの部スタート 

9：40 10ｋｍの部スタート 

12：15 競技終了 

 

7 競技規則    公益財団法人日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会申し合わせ事項に基づく。 

※非公認大会の為、厚底シューズのチェックは行いません。 

  

8 会   場    石巻南浜津波復興祈念公園 宮城県石巻市南浜町 3 丁目１－１２  

 

9 参加定員  2,700 名 

参加資格   １） ハーフマラソン／大会当日に高校生以上の男女 

２時間４５分以内で（２１．０９７５ｋｍ）を完走できる健康な方。 

2) 10ｋｍ／大会当日に高校生以上の男女 

１時間４０分以内で、10ｋｍを完走できる健康な方。 

３） ウォーキングの部（ノルディックウォーキングの部） 約７ｋｍを完歩できる健康な方。 

                                  ※高校生以上の方 

 

１０ 表    彰  種目別に１～６位まで賞状を授与し、１～３位までに副賞を贈呈いたします。 

           ※ウォーキング（ノルディックウォーキング）の部は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

１１ 種目・参加料・定員・制限時間 

種目

番号 
種    目 参加料 定員 制限時間 

１ 

ハーフ      

高校・一般３９歳以下男子 

６，０００円 １，５００名 ２時間４５分 

２ ４０歳代男子 

３ ５０歳以上男子 

４ 高校・一般３９歳以下女子 

５ ４０歳代女子 

６ ５０歳以上女子 

７ 

１０ｋｍ 

高校・一般３９歳以下男子 

４，５００円 １,０００名 １時間４０分 

８ ４０歳代男子 

９ ５０歳以上男子 

１０ 高校・一般３９歳以下女子 

１１ ４０歳代女子 

１２ ５０歳以上女子 

１４ 中学生女子 

２１ 
ウォーキング（ノルディックウォーキング）（※高校生以上の方） １，５００円 ２００名 なし 

12 参加申込方法   １）インターネット（ＰＣ・スマートフォン・携帯電話等）別途手数料がかかります。 

             ・スポーツエントリー 

             ・ローソン DO！SPORTS 

             ・RUNNET 

             ２）電話（スポーツエントリー）別途手数料がかかります。 

             ３）Fami ポート（ファミリーマート店内）別途手数料がかかります。 

             ４）専用振替用紙（最寄りのゆうちょ銀行・郵便窓口）郵便振替の場合、振替手数料が

かかります。 

■申込みに関する注意事項 

※申込み手続き後の記載内容の変更、修正、キャンセルはできません。（入金後の返 

金はいたしません）登録内容に問題がある場合のみ事務局からご指定の連絡先Ｅ 

メールアドレスもしくは、電話番号宛に問合せをいたします。 

※事務局へのお電話による申込み、応募状況のお問合せ・照会等はできませんので、

ご了承ください。 

※郵便事情、インターネット回線の不具合など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。 

※ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによっては、申込みができない場合がござい 

ますので、ご注意ください。 

※参加料の領収書は発行いたしません。 

クレジットカードによる決済「ご利用明細書」または「請求書」をご利用ください。 



 

 

コンビニエンスストアで支払いの場合お振込みの控を領収書に代えさせていただき

ます。 

■申込み規約 

大会申込みに際して、参加者は下記の申込み規約に同意のうえ、お申込みください。 

※申込人数が最少遂行人数に達しない場合には、その時点で開催を見合わせ、   

開催中止といたします。その場合は全額返金対応いたします。 

※主催者の責めによらない事由（地震・風水害・事件・事故・新型コロナウイルス感染

症等）で開催１か月前までに大会を中止する場合は、それまでの生じた費用等を勘

案し、返金対応いたします。また、縮小して開催する場合は、実施しない種目につい

ては前述のとおり返金対応いたします。 

※自己都合による欠場、同一人物による複数申込みおよび過剰・重複入金の場合で

も、参加料の返金を一切いたしません。 

※年齢・性別・記録等の虚偽申告、申込み者本人以外の出場（代理出走）は認めませ 

ん。個人もしくは団体での不正出場が発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回

以降の参加資格はく奪等、主催者が決定します。また、主催者は虚偽申告者・代理

出走者に対し参加料の返金をしないとともに、救護等一切の責任を負いません。 

※健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に参加してください。心疾患・疾病等

がある場合や、大会当日、体調が悪い場合は出場を辞退してください。 

※大会開催中に主催者（競技役員、医師、医療スタッフなど）より競技続行に支障が

あると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従ってください。また、そ

の他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従ってください。 

※大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当は行いますが、その方法、経過等に 

ついて、主催者は責任を負いません。 

※大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の故意又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。 

※大会開催中の事故・傷病等への補償は大会側が加入した保険の範囲内となります。 

※大会の映像・写真・記事・記録等（氏名・年齢・性別・記録・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・利用されることがあり

ます。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。 

※大会申込み者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。 

※別に定める「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を遵守してください。 

※上記の申込み規約の他、大会要項および申合せ事項、新型コロナウイルス感染症 

対策ガイドラインおよび大会中止規定に則ります。 

 

13 参加申込期間  令和 4 年 3 月 1 日（火）～4 月 20 日（水） 当日消印有効 

 

14 救護サポートランナー 本大会では、より安全・安心な大会運営を目指し、大会に参加される医療従事者の皆

様に、レース走行中に万が一、他のランナーの健康上、重大な事象に遭遇した場合に初



 

 

期対応にあたっていただける「救護サポートランナー」のご登録をお願いしております。 

趣旨にご賛同のうえ、ご協力をお願いいたします。 

【内   容】  レース中、緊急事態発生時に居合わせた場合、救護活動又は救護スタッフの補助を行

っていただきます。 

【募   集】  医師、看護師、准看護師、救急救命士の資格を保有し、救護サポートランナーとしてご

協力いただける方。大会参加お申込みの際に、ご協力いただける方は必要事項（保有

資格等に）にチェックマークをつけてください。救護サポートランナーの皆様には、（アス

リートビブス）ナンバーカード送付の際に救護サポートランナーのステッカーを同封しま

すので、大会当日、胸に貼ってご参加ください。 

   【参 加 料】  無料 

【注意事項】  通常の大会参加手続きが必要となります。また、旅費・謝金等の支払い等はございませ

ん。救護活動中も記録計測は継続されます。救護活動等により、各関門の閉鎖時間に

間に合わなかった場合の救済措置はございませんので、あらかじめご了承ください。 

 

15 そ の 他   １）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など体調に 

は万全の配慮をした上で参加してください。 

２)アスリートビブス（ナンバーカード）は、出走時に体の胸の位置に付属の安全ピンで 

装着してください。 

※緊急時に必要になる為アスリートビブス（ナンバーカード）の表面に必要事項を必ず 

記載してから出走してください。 

３)計測チップ付きアスリートビブス（ナンバーカード）、参加案内は参加者全員に事前

発送いたしますので、大会１週間前まで届かない場合は、必ず大会事務局にお問合

せください。 

※大会当日は忘れずにアスリートビブス（ナンバーカード）・をお持ちください。 

※参加者の都合によるアスリートビブス（ナンバーカード）の再発行については、会場に

て再発行手数料 1,000 円がかかります。記録の計測は、アスリートビブス（ナンバー

カード）の裏面に装着されている計測チップを利用します。出走前には必ず「アスリー

トビブス（ナンバーカード）を装着」してスタート地点にお越しください。 

４）参加者全員に参加記念品を差し上げます。 

◎ウォーキング参加者は、別途参加賞があります。 

５）競技中の事故については、損害保険の範囲以内で主催者が対処します。参加者 

は万一の事故に備え、保険証（または写し）を必ず持参ください。  

 

６）ハーフマラソンのコースに関門を設置し、閉鎖の時刻を次のように定めます。 

◎8ｋｍ付近    １０：30 

◎19ｋｍ付近   １１：４５ 

※関門以外においても著しく遅れた場合は、競技を中止させていただきます。 

※関門閉鎖時刻に関わらず、最後尾のランナーに後続する交通規制車が通過した時 



 

 

点で競技は中止となります。交通規制車の後は、いかなるランナーも走ることはでき

ません。 

※関門閉鎖後に競技を続けることはできません。閉鎖時刻後にコース上に残っている 

ランナーは、役員の指示に従い速やかにアスリートビブス（ナンバーカード）を外し、 

歩道に上がり、次の関門地点にて選手収容バスに乗車してください。 

※10ｋｍ・ハーフマラソンコースに、給水所とトイレを次のように設置します。 

給水所・トイレ設置地点 

 

※感染症拡大防止のため、スポンジ提供は行いません。 

7)貴重品を含め、荷物の盗難、紛失につきまして、主催者は一切責任を負いませんの 

でご了承ください。選手の更衣室および荷物預り所は、会場付近に設けますが、混

雑が予想されますので、できるだけレースに参加できる服装でご来場ください。 

8)ランナー駐車場については、会場周辺に 1,000 台程度設けております。駐車場ご 

希望の方は、エントリー時にお申込ください。エントリー後は駐車場の申込受付でき 

ません。（先着申込順になります）必ず事前にお申込ください。アスリートビブス（ナ 

ンバーカード）等送付時に、駐車証及び案内図を同封いたしますので、指定の駐車 

場をご利用ください。台数に限りがあり混雑が予想されますので、公共の交通機関 

等をご利用のうえ、ご来場ください。なお、石巻駅から大会会場まで無料シャトルバ 

スが運行いたします。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）ウォーキングの部にお申込の方はウォーキングまたはノルディックウォーキングのど 

ちらかを選択してください。 

10）全記録一覧は、大会ホームページに掲載します。 

１1）記録証は全員に発行します。後日、各自で専用の WEB ページからダウンロード 

する形式となります。(詳細は６月中旬送付の「参加案内」をご覧ください) 

１2）選手ではない方がコース上を走る等の迷惑行為は絶対におやめください。 

１3）大会への参加に際し、公共上のマナー、ルールを遵守してください。また、大会開催 

時間中は仮設トイレを設置しますので、用を足す際は必ず仮設トイレ、公衆トイレ等 

の施設を使用してください。 

14）空撮用に限らず、マルチコプター、ドローン、ラジコンヘリ等の無人航空機を大会会

場、コース等の上空を飛行させることはできません。 

１5）会場案内図等の参加案内については６月中旬を予定していますので、封入物をご確

認の上、ご参加ください。また、その他お知らせについては大会公式ホームページを

ご確認ください。 

１6）上記の他、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。 

◎個人情報の取り扱いについて 

①3ｋｍ付近   　　　給水所・トイレ ④12.5ｋｍ付近　　給水所・トイレ

②7ｋｍ付近　　　 　給水所　 ⑤17ｋｍ付近　　　 給水所

⑥20ｋｍ付近       給水所③9.5ｋｍ付近　　　給水所・トイレ



 

 

※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および、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。ま 

た、感染症予防対策として保健所・医療機関、日本陸上競技連盟等の第三者へ情報 

を提供する事がございます。 

※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・関係団体からのサービスの提供、記者発表(ランキ 

ング等)および感染症の予防・対策・対処を目的として利用いたします。また、主催者 

もしくは委託先からの申込み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。 

 

大会情報についての問合せ先 

【大会事務局】 

いしのまき復興マラソン大会事務局 

特定非営利活動法人石巻市スポーツ協会内 

〒986－0031 

宮城県石巻市南境字新小堤 18 番地 

セイホクパーク石巻（石巻市総合運動公園管理事務所内） 

Tel／0225-22-9111 Fax／0225-22-9112 

［e-mail］jimukyoku@ishinomaki-sports.or.jp  

［URL］http://www.i-sam.co.jp/ishinomaki/ 


