
●マラソンコース（日本陸連公認）
　海峡メッセ下関（スタート） → 壇之浦 → 長府外浦町（折返し） → 東大和町 →
　彦島大橋 → 長州出島（折返し） → 彦島大橋 → 東大和町 →
　海峡メッセ下関（フィニッシュ）
●5kmコース
　海峡メッセ下関（スタート） → 下関警察署 → 唐戸 → 唐戸市場（折返し） →
　あるかぽーと → 下関港国際ターミナル（折返し） → 海峡メッセ下関（フィニッシュ）
●2kmコース
　海峡メッセ下関（スタート） → 下関警察署 → 国道9号観音崎公園前（折返し） →
　海峡メッセ下関（フィニッシュ）

2016 募集要項

2016年11月6日㈰   雨天決行
■開　催　日

メイン会場内で選手の受付及び参加賞の引き換えは不要です。

ストレスなくスムーズにスタートラインに立つことができます。

■選手受付・参加賞引換

■コ　ー　ス

マラソンの部男女総合10位までは決勝審判員による順位判定を行います。その他の順
位は、計測チップによる自動計時システムでの記録により順位決定を行います。

■順 位 判 定

1 マラソン
　 ①総　　合　男女各上位10位までの入賞者（ステージ表彰）
　 ②年 代 別　男女各上位3位までの入賞者（一般の部のみ）
　　　　　　　 （29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代、80歳以上）
2 5km
　 ①中学の部　男女各上位8位までの入賞者（ステージ表彰）
　 ②一般の部　男女各上位3位までの入賞者（ステージ表彰）
　 ③年 代 別　男女各上位3位までの入賞者（一般の部のみ）
　 　　　　　　（29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代、80歳以上）
3 2km
　 ①小学の部　男女各上位8位までの入賞者（ステージ表彰）
　 ②ファンラン　記録計測・表彰は行いません。

下関海響マラソンは後半のアップダウンが激しく走りごたえのあるコース設
定で、この難コースを攻略することも大きな魅力になっています。
好記録は出にくいですが、二つの雄大な海を臨みながら走ることができる
国内屈指のシーサイドコースはロケーションが抜群です。
この美しいシーサイドコースと心からのおもてなしをランナーひとりひとりの
記憶（脳裏）に残していただき、進化を続ける下関海響マラソンで思い出
深いそれぞれのドラマをつくっていただきたい。

■表　　　彰

2016年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会の規定により行います。
■競 技 規 則

●マラソン
6時間（制限時間は号砲を基準とします。）
競技運営上、マラソンのコース途中に制限時間の関門を11箇所設置します。
制限時間内に各関門を通過できない選手又は、関門以外で著しく競技に遅れた選手は
速やかに競技を中止し、係員の指示に従って収容車に乗車してください。
マラソンの関門地点、関門時間は下記のように設定します。（予定）

■制限時間／競技方法

【関門時間は原則8分32秒／ 1kmで換算】

●5km
競技運営上、コース途中に制限時間の関門を2箇所設置します。（予定）

●2km
制限時間は設けませんが、大会運営に支障がある場合は、競技を中止していただくことがあります。

■種目／スタート時刻／定員／参加料／参加資格

※高校生とは、高等学校在学者及びそれに該当する年齢の者とします。
※下関海響マラソン2015 マラソンの部、男女総合3位以内の選手は、その種目に限
り参加料を免除する。
※2キロファンランを除く全ての部門は、走行補助用具（車いす、杖、歩行器等）を使
用せずに走れることをエントリーの条件とします。走行補助用具を使用する場合は、2
キロファンラン部門に限り特に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。

5km

2km

種　目 スタート時刻定　員部　門 参加料 参加資格

マラソン
（42.195km） 8時30分

8時45分

8時42分

合計
10,000人
（先着9,000人）
（抽選1,000人）

合計
1,000人
（先着900人）
（抽選100人）

合計
1,000人
（先着900人）
（抽選100人）

一般の部

中学の部 1,500円

4,000円

1,000円

一般の部

小学の部

ファンラン

登録の部 7,000円

チャリティ
8,000円

2016年度日本陸上競技連盟登録者
で18歳以上（高校生は除く）

18歳以上（高校生は除く）

中学生

高校生以上

小学生（4年生以上）

小学生以上

第１関門
第２関門
第３関門
第４関門
第５関門
第６関門
第７関門
第８関門
第９関門
第10関門
第11関門

9時10分
9時38分
10時11分
10時26分
10時45分
11時30分
12時12分
12時37分
13時10分
13時46分
14時14分

40分
1時間08分
1時間41分
1時間56分
2時間15分
3時間00分
3時間42分
4時間07分
4時間40分
5時間16分
5時間44分

約3.3km
約7.7km
約11.8km
約13.5km
約15.8km
21.0975km
約25.9km
約28.9km
約32.8km
約37.0km
約40.3km

みもすそ川人道入口（国道9号）
関門医療センター前（国道9号）
みもすそ川交差点（国道9号）
カモンワーフ前交差点（国道9号）
市営細江町駐車場前
彦島道路迫町入口（中間点）
武久ランプ（下関北バイパス）
長州出島ターミナル
汐入交差点
彦島道路迫町出口
東大和町松岡前

関　門 場　所 距　離 経過時間 閉鎖時刻

第１関門
第２関門

9時02分
9時20分

17分
35分

約1.6km
約3.7km

唐戸交差点手前（国道9号）
市営細江町駐車場前

関　門 場　所 距　離 経過時間 閉鎖時刻

公式記録は号砲からフィニッシュまでの所要時間とします。記録計測は計測チップによる
自動計時システムを使用します。計測チップは事前に送付します。
※2kmファンランは記録計測を行いませんが、出走確認のため計測チップは装着してください。

■記　　　録

※ナンバーカード・計測チップ及び参加賞等を10月中旬に自宅へ郵送いたします。

『記録より、記憶に残る、海響のドラマ』



先着

個人情報の
取り扱いに
ついて

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）に利用することがあります。また、
主催者または委託先から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。

走行補助用具での参加申込みに際しての注意事項

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。大会申込規約

❶自己都合による申込み後の登録内容（種目など）の変更、キャンセルは
できません。また、エントリーを取り止めた場合及び過剰に入金した場合、
重複に入金した場合の返金は行いません。
❷地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病のほか、主催者の責によら
ない事由による開催縮小・中止の場合、参加料・手数料の返金の有無、
金額などについてはその都度主催者が判断し決定します。
❸年齢・性別・申込者本人以外の出場等の不正行為が発覚した場合、
出場・表彰を取り消します。その場合の返金は行いません。
❹マラソンのスタートブロックの振分けはスタート時の安全確保のため、Sブ
ロック（最前列）以降は申告タイム順となりますので、できるかぎり正確
なタイムを必ず記入ください。なお申告タイムが同タイムであってもブロック
編成人数の都合で別ブロックからのスタートとなる場合もございますので、
ご了承ください。（未記入者は最終ブロックとなります。）
❺大会の映像・写真・記事・申込者の氏名・年齢・住所（都道府県
名と市町村名）・記録などが新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレッ
トなどに掲載されます。その掲載権と肖像権は主催者に属します。また、
左記の「個人情報の取り扱いについて」もご了承ください。

WEBエントリー
（PCサイト・携帯サイト）
2016年5月20日㈮20時から受付開始

抽選
郵便振替
（専用振替払込用紙）
2016年5月20日㈮から
2016年6月3日㈮まで

マラソン 先着９,０００名
５ｋm 先着　９００名
２ｋm 先着　９００名

参加申込（申込方法・大会参加までの流れ）

■申込方法
■申込方法お申込みは大会ホームページより http://kaikyomarathon.jp/

■申込手数料
4,000円まで205円、4,001円以上5.15％（税込）

マラソン 抽選1,０００名
５ｋm 抽選　1００名
２ｋm 抽選　1００名

支払方法をＡ～Ｃでお選びください。

●ゆうちょ銀行・郵便局窓口で、右ページの専用振替払込用紙にて抽選手数
料（500円）の支払いをしてください。申込期間内に過剰な入金があった
場合の返金はいたしかねます。

●抽選後、当選者には参加料支払い専用の振替払込用紙を送付します。なお、
参加料とは別にエントリー決済手数料がかかります。

最寄のゆうちょ銀行・郵便局窓口
（払込手数料：窓口130円 ＡＴＭ80円）

パソコンまたは携帯電話から上記の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込みく
ださい。事前にランネットの会員登録が必要です（登録料無料）。参加料とエントリー手数料の支払い
方法はお申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）。お申込み時に通
知する入金締切日までにご入金がないと、参加申込が取り消しになりますのでご注意ください。

○走行補助用具での参加希望者は、専用振替払込用紙の「走行補助用具での参加」欄に○印をつけ
て申込みをしてください。ただし、参加希望者が20人を超えた場合は、抽選とさせていただきます。

○走行補助用具での参加希望者は、実行委員会事務局より右記に関する事項の確認を行うためWEBで
の申込みはできません。右記に関する事項の確認を行った結果、安全な大会運営に支障があると判断
した場合には、申込みをお断りすることがあります。
　なお、この注意事項に沿っていない走行補助用具でのエントリーが判明した場合は、出走できませんの
で、ご了承ください。

○走行補助用具を使用するランナーと他のランナーの安全を考慮し、次のことを厳守してください。
　下記のことが守れない場合は、参加することができなくなることがありますので、十分留意してください。
　•競技用車いすの参加はご遠慮ください。
　•2kmのファンラン部門のみ参加できます。また、右側走行を厳守してください。なお、右側通行を厳

守する補助として、伴走者を当日申込みにより1名までつけることができます。待機場所、スタート順
については別途お知らせします。

　•審判員、コース役員の指示に必ず従って下さい。指示に従わない場合、その場で競技中止となりま
すので、ご注意ください。

受付は先着順とし、それぞれ定員に達した時点で申込みを締切ります。

クレジットカード払いA ご指定のクレジット会社から、所定の期日に合計金額が
引落しとなります。

コンビニエンスストアB 各コンビニ指定の支払方法をご案内いたします。締切
り期日までにお支払い頂きます。

その他C ペイジー対応ATMをご利用いただけます。

７月中旬に
抽選結果発送

■申込みから大会参加までの流れ

２０時申込受付開始５/２０金

申込締切６/３金

抽選結果通知7月中旬

申込締切６/３金

抽選申込受付開始５/２０金

ナンバーカード・計測チップ・参加賞・大会プログラム・参加案内等送付１０月中旬

定員になり次第締切

抽　　　選

当選者  専用振替払込用紙を送付
※期限までに参加料、申込手数料を支払ってください。

落選者  抽選結果をハガキで通知

■申込みから大会参加までの流れ

1 マラソン
　 ①総　　合　男女各上位10位までの入賞者（ステージ表彰）
　 ②年 代 別　男女各上位3位までの入賞者（一般の部のみ）
　　　　　　　 （29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代、80歳以上）
2 5km
　 ①中学の部　男女各上位8位までの入賞者（ステージ表彰）
　 ②一般の部　男女各上位3位までの入賞者（ステージ表彰）
　 ③年 代 別　男女各上位3位までの入賞者（一般の部のみ）
　 　　　　　　（29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代、80歳以上）
3 2km
　 ①小学の部　男女各上位8位までの入賞者（ステージ表彰）
　 ②ファンラン　記録計測・表彰は行いません。

おもてなし前夜祭・ランニングクリニックなど11/5土 会場：海峡メッセ下関

１１/6日
大会開催当日

８:３０ ▼マラソン
８:４２ ▼２ｋm
８:４５ ▼５ｋm

スタート：海峡メッセ下関前

携帯バーコード
ＱＲコード対応の携帯
電話を使うと、申込サ
イトに簡単にアクセス
できます。

○要件：2011年1月1日以降のフルマラソン大会で下記の基準以内に完走した記録（グロスタイム）をもつ者。
　・男子：3時間30分以内・女子：4時間00分以内
○所定の手続き
　・上記の要件を満たしている証（記録証等）のコピーを実行委員会事務局へ郵送、メール（記録証等を撮影、
　 スキャニングしたものを添付）、ＦＡＸで提出。

好評につき「Ｓブロック」を継続します！
今大会も、最前列にスペシャルブロック（Ｓブロック）を設置します！下記の要件を満たして
いる参加者で所定の手続きを行った者は優先的に最前列のブロックからスタートするこ
とができます。

※FAXでの提出は印刷が不鮮明な場合が多く見られるため、できるだけ郵送又はメールでの提出をお願いいたします。
　またFAXで提出を行う場合は余白に氏名、住所、連絡先のご記入をよろしくお願いします。　※送付いただいた証（記録証等）のコピーは返却いたしません。

※決済額が4,000円までは205円、4,001円以上は5.15％（税込）



抽選 郵便振替抽選申込み（マラソン・5km・2km）
抽選申込をされる方は抽選手数料500円を支払い申込んでください。抽選結果は7月中旬です。

チャリティエントリーに
ご協力をお願いします

種　目　番　号

「マラソン」通常の参加料に1,000円をプラスして、『チャリティエ
ントリー』にお申込みいただけます。
『チャリティエントリー』にお申込みいただいたランナー（チャリティ
ランナー）には「チャリティゼッケン」と「オリジナルゼッケン留め」
を配布し、大会で装着して走ることができます。
チャリティエントリーで集まった寄付金は必要経費を差し引いて、
右記の寄付先へ寄付させていただきます。

【チャリティエントリー】

■宮古サーモン・ハーフマラソン大会実行委員会（岩手県宮古市）
■いわきサンシャインマラソン実行委員会（福島県いわき市）
■あしなが育英会
※上記の内容に同意のうえ、お申込みください。
※チャリティ部門は特別枠として設けておりませんので、定員内での申込み
となります。

【寄　付　先】

■「マラソン登録の部」はチャリティエントリーにお申込みいただけ
ますが、チャリティゼッケンを装着して走ることはできませんので、
ご了承ください。

【注 意 事 項】

5km用 種目番号 2km用 種目番号マラソン用 種目番号

登録の部　男 3

登録の部　女 4

マラソン登録の部

一般の部　男 1

一般の部　女 2

マラソン一般の部

一般の部　男 7

一般の部　女 8

5km一般の部

ファンラン 11

ファンランの部

小学の部　男 9

小学の部　女 10

2km小学の部

中学の部　男 5

中学の部　女 6

5km中学の部

郵便振替
エントリーに
関する注意事項

※申込み開始前及び締切後（申込期間外）の申込みは無効とし、抽選手数料は返金いたしません。
※専用振替払込用紙に記載されている金額を変更して振り込まないで下さい。過剰払込・重複払込の返金はいたしませ
んので、ご注意ください。また抽選申込にかかる振込手数料は申込者負担になります。

※重複で申込みした場合は、重複分を除いた申込みを対象に抽選するため、重複申込みをしても当選確率は上がりません。
※当選された方には7月中旬に振込用紙を郵送しますので、指定された期日までに参加料及び申込手数料を振り込んでく
ださい。（落選された方へもハガキで連絡をいたします。）
※視覚障害者の方で、伴走者を伴う場合は、必ず伴走の「視覚障害者の伴走」欄に○印を付けてください。
※ナンバーカード・計測チップ及び参加賞などを郵送により事前送付しますので住所の記入欄には部屋番号や方書まで
正確にご記入ください。（必要事項が未記入の場合は無効とさせていただく場合があります）

Tシャツサイズ
●Tシャツの参加賞はマラソンのみです。
●エントリーの際、Tシャツサイズ記入時に参考にしてください。 【JASPO規格】

172～178 177～183167～173162～168身長（cm）

93～99 97～10389～9585～91胸囲（cm）

L OMS範　　 囲

※申込時にTシャツサイズが未記入の場合、男性はL、女性はMとさせていただ
きます。
※申込後のサイズ変更はできません。

※マラソン登録の部にエントリーの方は、必ず「登録陸協名」「登録番号」を記
入してください。




