第４２回
コース案内図
121

メイン会場 ( 受付 ) から
スタート地点へ
移動が必要なため
お早めにお越しください。

鹿沼さつきマラソン大会
（リアル大会）
申込期間

352

2022 年

Aか

菊

※インターネット受付 (RUNNET) のみ

２月１日 ( 火 ) ～
２月２８日 ( 月 )

5分後
スタート号砲から 65

晃山コース

華宝コース

（１０ｋｍ）

（５ｋｍ）

2022

雨天決行

5/8

(日)

am ８ ： ２０ start

白玲コース
（2km ・ 親子）

スタート号砲から 25 分後

申込はこちらから
※栃木県内在住者のみ
大会公式ホームページ
https://kanumasatsuki-marathon.com/

スタート地点 ( 開会セレモニー )

まちの駅 新・鹿沼宿

白玲コース

(2km 周回

親子 )

1 組目 8:20 スタート
2 組目 8:40 スタート
3 組目 9:00 スタート

華宝コース

ゴール地点 ( メイン会場 )

(５km 周回 )
1 組目 9:20 スタート
2 組目 9:40 スタート
3 組目 10:00 スタート

鹿沼市御殿山公園野球場
主催 / 鹿沼市 ・ 鹿沼市教育委員会 ・ 鹿沼市スポーツ協会
主管 / 鹿沼さつきマラソン大会実行委員会

晃山コース

(10km 周回 )
1 組目 10:20 スタート
2 組目 10:40 スタート
3 組目 11:00 スタート

給水所 (7 か所予定 )

ナンバーカードを事前に

後援 / 栃木県 ・ 栃木県教育委員会 ・ ㈱下野新聞社 ・ ㈱栃木放送 ・ NHK 宇都宮放送局
産経新聞社宇都宮支局 ・ 読売新聞宇都宮支局 ・ 朝日新聞宇都宮総局

郵送します 当日忘れずに！

毎日新聞宇都宮支局 ・ ㈱エフエム栃木 ・ 鹿沼ケーブルテレビ㈱ ・ ㈱とちぎテレビ
後援及び協賛 / ㈱東芝関信越支社 ・ 東芝ライテック㈱ ・ ( 一社 ) 鹿沼市観光協会
鹿沼さつき祭実行委員会
公式 HP

https://kanumasatsuki-marathon.com/

お問い合わせ先

〒322-0017

鹿沼市下石川 694-1 TKC いちごアリーナ （鹿沼総合体育館） 内
鹿沼さつきマラソン大会事務局 TEL ： 0289-63-2290

第４２回鹿沼さつきマラソン大会開催概要（リアル大会）
期 日

会 場

２０２２年５月８日（日）雨天決行
○参加賞等引換…午前７時（予定）～午後１時
○開会…午前８時
○閉会…午後１２時３０分（競技終了後）

種目

コース

参加資格

コース及び種目

鹿沼市御殿山公園野球場
【メイン会場（受付、参加賞等引換、表彰）、
ゴール地点】
まちの駅 新・鹿沼宿
【開会セレモニー会場、スタート地点】

参加料

定員／制限時間

スタート時間

4,500
円

定員 1,500 名
制限時間 70 分
※関門を設置する

1 組目 10：20
2 組目 10：40
3 組目 11：00

男子 40～49 歳

晃山コース
（10ｋｍ）

男子 60 歳以上

高校生
以上

女子 34 歳以下

裏面コース案内図参照。
年齢は 2022 年 5 月 8 日現在の
ものとします。
晃山コース（10km）申込者は、
フィニッシュ予想タイムを申告
してください。

Follow

ナンバーカード及び計測チップは、参加案内と一緒に
事前に郵送します。

女子 51 歳以上
男子 39 歳以下

スタート前に受付を済ませてください

男子 40～49 歳

華宝コース
（5ｋｍ）

男子 60 歳以上

中学生
以上

4,500
円

定員 1,500 名
制限時間 45 分

1 組目 9：20
2 組目 9：40
3 組目 10：00

親子
（小学生）

3,500
円

定員
900 組
制限時間 20 分

1 組目 8：20
2 組目 8：40
3 組目 9：00

女子 34 歳以下

新型コロナウイルス感染症対策のため、御殿山公園
野球場において健康チェックアプリまたは健康チェック
シートにて必ず受付を行ってからスタート位置に移動
してください。
※受付は、密を避けるため分散して行います。受付時間
については、ナンバーカード及び計測チップとともに
郵送にてご連絡させていただきます。

女子 35～50 歳
女子 51 歳以上

白玲コース
（2ｋｍ）

親子（小学生）

●参加資格
栃木県内在住の健康に自信がある方で、「申込規約」、
「第 42 回鹿沼さつきマラソン大会における感染症対策」に
同意をした方。

公式記録はネットタイム（計測スタートからフィニッシュまで）
とし、各種目別に 3 位までを表彰します。（白玲コースを除く）
●関門 晃山コース（10km）に設置します。

●参加賞等

①第一関門（2.7km 地点）…スタート号砲から２５分後

参加者に、参加賞（白玲コースは完走メダル）を贈呈します。

②第二関門（8.2km 地点）…スタート号砲から６５分後

市外からの参加者に、はるばる賞を贈呈します。

※各関門において、設定した閉鎖時間までに通過できない

完走証はネット配信します。

場合には、競技中止とします。第一関門については、

※当日出走されて参加賞の引換を忘れた場合、参加賞の発送はできません。

関門閉鎖時に通過していない参加者は、関門到着を待たずに

参加賞等引換をお忘れないようお願いします。

その場で競技中止となりますので、ご了承ください。

①エントリー後の返金は一切行いません。
②新型コロナウイルス感染症の拡大等により、主催者がロードでの開催が困難であると判断した場合は、オンラインイベント（距離達成チャレンジ ハーフ（21.1km）
５月１日～５月１４日）に移行します。
③連続出場回数のカウントは行いません。
④申込受付後の種目変更、キャンセル及び大会当日の参加申込は行いません。
⑤視覚障がいをお持ちの方で、伴走者を必要とする場合は、1名まで伴走者の参加料を無料とします。なお、伴走者の計測は行いません。
⑥本大会は「ねんりんピックかながわ 2022」への選手選考を兼ねており、候補者には（社福）とちぎ健康福祉協会（TEL：028-650-3366）より連絡があります。
なお、区分3kmの選手選考については書類選考とします。（詳細はとちぎ健康福祉協会ホームページを参照してください。）
⑦ナンバーカード及び計測チップは事前に郵送します。忘れずにお持ちください。なお、再発行には別途費用が発生します。
また、出走の際は、ナンバーカード及び計測チップを必ず付けるようお願いします。
⑧会場内にごみ箱を設置しません。ごみの持ち帰りにご協力ください。
⑨臨時駐車場をご用意します。駐車場整理券をご希望される方はお申込みください。

注意事項

また、駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用いただくか、乗合せ等でお越しいただきますようお願いします。

鹿沼さつき祭り

ご案内

申込期間 ２０２２年２月 1 日 ( 火 ) ～２月２８日 ( 月 )
パソコンまたはスマートフォンから下記の 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。支払方法は、お申込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）
https://kanumasatsuki-marathon.com/ （別途手数料がかかります）
※定員になり次第締め切ります。

●会場 ( 御殿山公園野球場 ) までの所要時間
１５分
・徒歩の場合 東武日光線「新鹿沼駅」から
JR 日光線「鹿沼駅」から
２０分
関東バス宇都宮線「天神町停留所」から ５分
・車 の 場 合 東北自動車道「鹿沼 IC」から
２０分

申込規約

●表彰

２０２２年５月２８日（土）～６月６日（月）まで鹿沼市花木センター（鹿沼市茂呂２０８６－１）で

①自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・名義変更及び大会当日の参加申込は
できません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
②地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病・感染症等による大会の内容変更・縮小・中止、通知方
法等についてはその都度主催者が判断し、決定します。
③入金後、地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病・感染症等による大会の内容変更・縮小・中止、
大会当日の体調不良等により主催者側から参加の辞退を求められた場合など、いかなる場合でも、
エントリー料の返金は致しません。ご了承の上、ご入金ください。
④年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）は認めません。それらが発覚した
場合、出場・表彰の取消し、次回以降の資格はく奪等、主催者の決定に従っていただきます。また、
主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等一切の責任を負いかねます。
⑤主催者は下記の事項において一切の責任を負いません。
（１）疾病、感染症の感染及びその他の事故
（２）紛失及び毀損
⑥大会開催中に傷病、事故が発生し、主催者が必要と判断した場合には、応急手当を行うことに同
意いただきます。その方法、経過等について、主催者は一切の責任を負いません。また、保険証
（コピー可）を持参し、ナンバーカード裏に氏名、住所、服用している薬、緊急連絡先等の必要事
項を必ず記入してください。
⑦主催者より競技続行に支障があると判断された場合は、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・大会運営上の指示があった際には、主催者の指示
に従ってください。
⑧大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内となります。（本大会で加入す
る保険は新型コロナウイルス感染症の感染については、補償適用外となります。）
⑨参加するにあたり、家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、またはチームメンバー（代表
者エントリーの場合）の、本大会への参加の承諾を得た上で申込ください。
⑩出走の際は、必ずナンバーカード及び計測チップを付けるようにしてください。（ナンバーカード
と計測チップは事前に送付します。）
⑪ベビーカーを押しながらの参加や、ペット同伴での参加、車いすでの参加はできません。
⑫駐車場及び大会の詳細については、申し込み後に送付する通知でご確認ください。
⑬大会の映像・写真・記事・記録等において氏名・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・利用することにつき、承諾いただい
たものとみなします。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

個人情報の取扱いについて

第５１回鹿沼さつき祭が開催されます。さつき苗木の配布や、展示会等が行われる予定です。

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

詳しくは花木センター（TEL：0289-76-2310）まで。

し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取扱います。

じつは…！
鹿沼さつきマラソン大会のコース名である「晃山」「華宝」「白玲」はさつきの品種名なんです！
そのほかにもさつきにはたくさんの品種があります。会場へ直接お越しいただき、様々なさつきをお楽しみください。

〈イメージ〉

申込方法

※参加賞は、大会の会場でお受取りください。
※大会当日に忘れたり、紛失した場合は再発行（有料）します。

女子 35～50 歳

男子 50～59 歳

me!

ナンバーカード及び計測チップを事前送付

男子 39 歳以下

男子 50～59 歳

鹿沼さつきマラソン大会に関する情報などを Instagram
「＠kanuma_sports」で発信します。大会当日には、
フォトスポットで記念撮影。練習の時から大会当日まで
「＃鹿沼さつきマラソン」を付けて投稿して、あなたも
一緒に鹿沼さつきマラソン大会を盛り上げませんか？

大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、次回大会の案内、大
会協賛・協力・関係各団体からのサービス提供、記録提供（ランキング等）での利用の他、
感染症対策を目的とした保健所、医療機関などのこれらの情報を必要とする第三者への提供
に利用いたします。また、主催者もしく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。

●シャトルバスについて
JR 鹿沼駅・東武新鹿沼駅からシャトルバスを運行します。
※地球環境に配慮し、公共交通機関のご利用にご協力ください。
※詳細はホームページに掲載予定です。

第４２回

鹿沼さつきマラソン大会における
感染症対策
①当大会では、スタッフのマスク、フェイスシールド、手袋等の着用、受付等での飛沫防止シートの設置等
を行います。
②当大会では、健康チェックアプリを導入します。エントリーランナーは、大会２週間前の体調報告、検温
を行い、健康チェックアプリに入力し、大会当日に結果画面をご提示ください。
（白玲コースは健康チェッ
クシートを提出。
）健康チェックが「○」以外の場合、出走できません。
※アプリ導入が困難な場合はチェックシートになります。
③密を避けるため、受付時間の分散を行います。
④競技中以外は、マスクの着用をお願いします。忘れた場合には、会場内本部テントで購入してください。
⑤会場内では、他の人との距離を１ｍ以上とるようにし、咳エチケットにご協力ください。
⑥会場内にアルコール消毒等を設置します。感染防止のため、こまめにご利用ください。
⑦マスク、ゴミ等は全て各自で持ち帰り、自宅で処分してください。
⑧唾や痰を吐かないようご協力をお願いします。
⑨密を避けるため、ご家族等の応援は最低限の人数で、マスク着用でお願いします。また、大きな声を出し
た応援、会話はご遠慮ください。
⑩事前に「新型コロナウイルス接触アプリ（COCOA）
」のスマートフォンへのダウンロード及び
「とちまる安心通知（栃木県新型コロナ対策パーソナルサポート）
」の LINE 友達登録を推奨します。
⑪大会２週間前の健康状態等において、以下の事項に該当する場合は、参加できません。
・37.5℃以上の発熱がある
・咳、のどの痛みなどの風邪症状がある
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある
・味覚、嗅覚に異常を感じる
・体が重く感じる、疲れやすい
・新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方と濃厚接触がある場合、また同居家族や身近な人に感染
が疑われる方がいる場合
・入国後の観察期間を必要とされている方との濃厚接触がある場合
⑫エントリー後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により大会が中止となることがありますので、
予めご了承いただいた上でお申込みください。この場合、参加料の返金は行わず、オンラインイベントに
切り替えます。また、オンラインイベントに参加しない、できない場合についても、参加料の返金は
行いません。
⑬本大会で行う感染症予防対策については、参加者の責任で、応援等の関係者にも周知していただくよう
お願いします。
⑭65 歳以上の方、基礎疾患を有する方は、新型コロナウイルス感染症等により重症化するリスクが高い旨
を各自が認識した上で、自己責任において参加してください。
⑮主催者において、前各号のいずれかに違反され、もしくはその恐れがある、または感染予防上必要がある
と判断した場合は、大会の参加を拒否させていただきます。
⑯上記①～⑮以外で、主催者において、感染リスクがあると判断して対応を依頼した事項については、
迅速かつ異議なく、これに応じていただきますようお願いいたします。
⑰大会後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症への感染が発覚した場合、速やかに主催者に報告してくだ
さい。
⑱大会後に感染症を発症した参加者が発見された場合には、感染経路や濃厚接触者の特定に必要なため、ご
協力をお願いすることがあります。予めご了承ください。

