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大会に関するお問い合わせ／あかぎ大沼・白樺マラソン大会実行委員会事務局（前橋テルサ内）
TEL.027-289-4764 ［9:00〜17:00 土・日・祝を除く］　FAX.027-289-4765　MAIL.m-event@maebashi-cc.or.jp

交通のご案内

❶前橋駅（南口）〜赤城少年自然の家まで
【限定150名：先着順】・手荷物預り所／赤城少年自然の家
出発時間　8時00分
❷前橋市民プール〜赤城少年自然の家まで
　【限定50名：先着順】・手荷物預り所／赤城少年自然の家

出発時間　8時10分

公益財団法人前橋観光コンベンション協会HP「前橋まるごとガイド」
等を参考にしてください。

シャトルバス［１名1,000円（往復）］ 宿泊予約

Akagi Onuma 
Shirakaba Marathon 
2018

あかぎ
大沼・白樺
マラソン
2018 http://www.akagimarathon.jp/

Presents 

大会パートナー
(ネーミングライツ) 特別協賛

主　　催／あかぎ大沼・白樺マラソン大会実行委員会
共　　催／前橋市、前橋市教育委員会、前橋市スポーツ協会、前橋市まちづくり公社
後　　援／前橋商工会議所、前橋観光コンベンション協会、前橋スポーツコミッション、上毛新聞社、群馬テレビ、エフエム群馬、まえばしＣＩＴＹエフエム
協　　力／�勢多陸上競技クラブ、前橋市陸上競技協会、富士見町体育協会、前橋ランナーズ、前橋市スポーツ推進委員会、前橋警察署、前橋市交通指導員会、�

前橋市医師会、前橋行政県税事務所、前橋土木事務所、群馬県環境森林部自然環境課、群馬県観光物産国際協会、群馬県バス協会、�
前橋旅館ホテル協同組合、赤城山観光連盟、赤城山旅館飲食店組合、富士見商工会、群馬医療福祉大学、善衆会病院、富士見中学校、�
富士見猟友会、赤城少年自然の家

「前橋・赤城」はスローシティ国際
連盟に認証されました。
豊かで質の高いライフスタイルの
推進を目指します。

会場  前橋市富士見町赤城山地内（大洞駐車場）　開会式  午前９時より　 コース  赤城山大沼湖畔周回コース（１周５㎞ ）

一般男子・女子の部、小・中学生の部
種目 スタート 定員

20km AM  9:50 　700名
10km AM  9:55 1,000名
  5km AM 10:00 　500名

中学生男子・女子 3.2km AM  9:50
　200名　　　小学生男子 1.5km AM  9:50

　　　小学生女子 1.5km AM  9:52

競技種目

ゲストランナー 招待選手
東洋大学陸上競技部女子長距離部門
上武大学駅伝部

ヤマダ電機陸上競技部 小野裕幸

申込期間 ・方法

あかぎ大沼・白樺マラソンコーエィエントリーセンター
〒371-0037 群馬県前橋市上小出町1-33-2

☎0800-800-1701 ［平日／ AM10:00〜 PM5:00(水・日・祝日を除く)］

募集要項がほしい方はエントリーセンターまでお申し込みください。

参加申込に関するお問い合わせ

インターネット申込み
平成30年５月 7日(月)
平成30年６月15日(金)

http://runnet.jp
【定員になり次第受付終了】

郵便振替による申込み
平成30年５月7日(月)
平成30年６月8日(金)

8.26sun
［雨天決行］



開 催 要 項

大会概要
■開 催 日 	 平成30年８月26日㈰　雨天決行

■会 場 	 前橋市富士見町赤城山地内（大洞駐車場）

■開 会 式 	 午前９時より

■コ － ス 	 赤城山大沼湖畔周回コース（１周５㎞）

■申込方法 	 インターネット申込み
平成30年５月７日㈪～平成30年６月15日㈮

郵便振替申込み
平成30年５月７日㈪～平成30年６月８日㈮

※定員になり次第締め切ります。
参加申込者に対して、８月上旬に「参加案内・
ナンバーカード（チップ付）・クーポン券等」
を事前送付予定。

■大会当日 	 参加通知書及びナンバーカード等を事前に送付す
るため、当日受付をする必要はありません。ただし、
参加賞引換所にて参加賞と引換えをしてください。

※参加賞引換時間
午前８時～午後０時30分まで（大洞駐車場）

■表 彰 	 各部門１位～６位までに賞状及び賞品、１位～３
位に記念品を贈呈し表彰します。

■参 加 賞 	 ①参加者全員に参加賞として「オリジナルＴシャ
ツ」「プログラム」を贈呈する。

②参加者全員に「赤城山限定500円クーポン券」
を贈呈する。

③各部門完走者には「スポーツドリンクほか」「記
録証」を贈呈する。

④特別賞として「ラッキー賞」「遠来賞」「若鮎賞」
「つつじ姫賞」を贈呈する。

■交通規制 	 交通規制開始時間は午前９時30分から順次規制
し、交通規制の解除は最長午後０時30分までと
する。

■注意事項 	 ①計測チップは、大会終了後、主催者まで返却
してください。破損及び紛失した場合は、実費
（2,000円）を負担していただきます。

②大会当日にナンバーカード、計測チップを忘れ
た方は再発行時に実費（2,000円）を負担して
いただきます。

③会場周辺の駐車場（駐車台数最大約1,000台）
には、台数制限があり、混雑が予想されますの
で、シャトルバス（往復1,000円）をご利用くだ
さい。【通常料金	前橋駅～県立赤城公園ビジ
ターセンターまで	3,100円】
なお、会場周辺への路上駐車は絶対にしないで
ください。

④手荷物預り所を赤城少年自然の家に設置しま
す。貴重品は預かれませんので各自の責任で管
理してください。

⑤ヘッドフォン等周囲の音が聞こえにくくなるも
のを身に着けての参加はご遠慮ください。

⑥競技参加者全員に傷害保険をかけています。競
技中にケガをした場合は、大会本部に届け出て
ください。当日、届け出がない場合は保険が適
用されない場合があります。

種目・スタート時間・参加料・制限時間
■競技種目 	 定員2,400名　５種目

一般男子・女子の部、小・中学生の部24部門

【一般男子・女子の部】

種　目 番号 部　　門 定　員 参加料 スタート時間

20㎞

1 一般男子（29歳以下）

700名
4,000円
（高校生：
2,000円）

9：50

2 一般男子（30歳代）

3 一般男子（40歳代）

4 一般男子（50歳代）

5 一般男子（60歳以上）

6 一般女子

10㎞

7 一般男子（29歳以下）

1,000名
4,000円
（高校生：
2,000円）

9：55

8 一般男子（30歳代）

9 一般男子（40歳代）

10 一般男子（50歳代）

11 一般男子（60歳以上）

12 一般女子（39歳以下）

13 一般女子（40歳以上）

５㎞

14 一般男子（39歳以下）

500名
4,000円
（高校生：
2,000円）

10：00

15 一般男子（40歳以上59歳以下）

16 一般男子（60歳以上）

17 一般女子（39歳以下）

18 一般女子（40歳以上）

3.2㎞
19 中学生男子

200名 2,000円

9：50
20 中学生女子

1.5㎞

21 小学生男子（高学年）
9：50

22 小学生男子（低学年）

23 小学生女子（高学年）
9：52

24 小学生女子（低学年）

■参加資格 	 ①国籍を問わず健康な方（誓約書の提出）

②一般男子・一般女子は、高校生以上とする。

③小学生・中学生・高校生は、保護者の同意を必
要とする。

④20㎞の部は、２時間30分以内で走れる方

⑤10㎞の部は、１時間20分以内で走れる方

■制限時間 	 20㎞の部のチェックポイントにおいて制限時間
を超過した選手は、速やかに競技を中止し、ナン
バーカード（ゼッケン）を外して、競技役員の指示
に従ってください。

関　　門 20㎞の部

スタート 9：50

15㎞地点（３周終了時点） 11：40（スタート110分後）

16.8㎞地点（3.2㎞スタート地点）12：00（スタート130分後）

フィニッシュ 12：20（スタート150分後）

申 込 方 法 ［５月７日㈪から先着順 ］

◦	最初に申込方法を①～②のいずれかから、次に支払い方法をⒶかⒷのいずれかから、ご都合のよい方法をお選びの上、
お申し込みください。申込方法で②の郵便振替用紙をお選びの方は、お申込みと同時にお支払いができます。

申
込
方
法

① インターネット
ＲＵＮＮＥＴ

http://runnet.jp/

エ
ン
ト
リ
ー
手
数
料

参加費合計
4,000円まで 205円

▶
支
払
方
法

Ⓐ コンビニ
各コンビニ指定の支払い方法をご案内い
たします。締切日までに払込み頂きます。

申
込
締
切

6/15㈮
17:00

参加費合計
4,001円以上

参加費の

5.15% Ⓑ クレジット
カード払い

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。

② 振替用紙 最寄りのゆうちょ銀行
または郵便局窓口 （払込手数料：130円） ゆうちょ銀行・郵便局窓口で、下記の郵便振替用紙（コピー不可）にてエントリーと支払いとが同時に出来ます（消印有効）。

※郵便局振込用紙でお申し込みされた方は、本人確認用として、郵便振替用紙のコピーを大会まで保存されることをお薦めいたします。
6/8㈮
当日の消印有効

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、必要事項をご記入ください。なお、高校生以下の方は保護者の同意が必要です。

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.	申し込み後の種目変更、キャンセル、Tシャツサイズの変更はで
きません。

３.	年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場(不正出走)は
認めません。その場合不正出走として出場が取り消されます。

４.	台風・地震・風水害・降雪・事件・事故等による中止の場合の
参加料返還はいたしません。

【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係法令を順守し、
個人情報を取り扱います。個人情報は、救護、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
提供、記録発表（リザルト）等に利用します。

※大会規約および詳細事項はホームページ（http://www.akagimarathon.jp/）でご確認ください。

携帯バーコード

参加申し込みに関するお問い合わせ

あかぎ大沼・白樺マラソンエントリー事務局（コーエィエントリーセンター）
☎0800-800-1701 （平日10：00～17：00	水・日・祝日を除く）

〒371-0037�群馬県前橋市上小出町1-33-2

申 込 規 約 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。なお、地方創
生に向けた実証実験のため、主催者は実証実験に資すると判断
した場合に限り、映像・写真等の使用を第三者に認める場合が
あります。

７. 主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を
取り扱います。

８.	主催者は、上記の申込規約の他、大会規約に則って開催します。


