
第３１回 田沢湖マラソン開催要項 
 

 

主  催 田沢湖マラソン実行委員会 

 

 

共  催 秋田陸上競技協会／秋田魁新報社 

 

 

主  管 仙北市／大仙仙北陸上競技協会／仙北市体育協会 

 

 

後  援 秋田県／秋田県教育委員会／秋田県体育協会／秋田県観光連盟／ 

（予定） ＪＲ東日本秋田支社／田沢湖観光協会／角館町観光協会／ 

西木観光協会／仙北市商工会／ＪＡ秋田おばこ／東奥日報社／ 

ＮＨＫ秋田放送局／ＡＢＳ秋田放送／ＡＫＴ秋田テレビ／ 

ＡＡＢ秋田朝日放送／ＩＢＣ岩手放送／ＴＶＩテレビ岩手／ 

岩手めんこいテレビ／ＲＡＢ青森放送／ＡＴＶ青森テレビ／ 

ＡＢＡ青森朝日放送／エフエム秋田／エフエム岩手／エフエム青森／ 

秋田銀行／北都銀行／羽後信用金庫／ＡＮＡ 

 

 

運営協力 仙北地区交通安全協会／仙北市交通指導隊 

 

企画協力 サキガケアドバ 



◆開催日時 平成28年9月18日（日） 全種目 10:00スタート 

 

◆種  目  フルマラソン・20kmマラソンは公認コース 

 01 フルマラソン男子 陸連登録   24 20㎞マラソン女子     30代 

 02 フルマラソン男子  ～29歳   25 20㎞マラソン女子     40代 

 03 フルマラソン男子   30代   26 20㎞マラソン女子     50代 

 04 フルマラソン男子   40代   27 20㎞マラソン女子     60代 

 05 フルマラソン男子   50代   28 20㎞マラソン女子   70歳以上 

 06 フルマラソン男子   60代   29 10㎞マラソン男子 中学、高校生 

 07 フルマラソン男子 70歳以上   30 10㎞マラソン男子    ～29歳 

 08 フルマラソン女子 陸連登録   31 10㎞マラソン男子     30代 

 09 フルマラソン女子  ～29歳   32 10㎞マラソン男子     40代 

 10 フルマラソン女子   30代   33 10㎞マラソン男子     50代 

 11 フルマラソン女子   40代   34 10㎞マラソン男子     60代 

 12 フルマラソン女子   50代   35 10㎞マラソン男子   70歳以上 

 13 フルマラソン女子   60代   36 10㎞マラソン男子 中学、高校生 

 14 フルマラソン女子 70歳以上   37 10㎞マラソン女子    ～29歳 

 15 20㎞マラソン男子 陸連登録   38 10㎞マラソン女子     30代 

 16 20㎞マラソン男子  ～29歳   39 10㎞マラソン女子     40代 

 17 20㎞マラソン男子   30代   40 10㎞マラソン女子     50代 

 18 20㎞マラソン男子   40代   41 10㎞マラソン女子     60代 

 19 20㎞マラソン男子   50代   42 10㎞マラソン女子   70歳以上 

 20 20㎞マラソン男子   60代   43 ペアマラソン 

 21 20㎞マラソン男子 70歳以上    

 22 20㎞マラソン女子 陸連登録    

 23 20㎞マラソン女子  ～29歳 

 

◆競技規定 

 ①競技規則は2016年度日本陸上競技連盟規則及び本大会開催要項によります。 

 ②走者は道路の左側を走行してください。 

 ③審判員が競技続行不可能と判断した場合、その競技者に競技を中止させることがあ

ります。 

 ④制限時間内にチェックポイントを通過またはゴールできなかったランナーは、速や

かに選手収容車にお乗り下さい。 



◆制限時間 

 ①競技運営、交通警備上、次のとおり制限時間を設ける。 

 ・フルマラソン スタート後5時間（22km地点で2時間30分 30km地点で3時間30分） 

 ・20kmマラソン スタート後3時間 

 ・10kmマラソン スタート後2時間 

 ・ペアマラソン スタート後40分 

 ②上記以外においても著しく遅れた場合は、競技を中止させることがあります。 

 

◆参加資格・定員（予定） 

 ・フルマラソン 大会当日満18歳以上  計1,600人 

 ・20kmマラソン 大会当日満16歳以上  計2,000人 

 ・10kmマラソン 中学生以上      計1,600人 

 ・ペアマラソン 小学生以上      計 350組 

  ※どの種目においても車イスでの参加はできません。 

 

◆申込方法 

 ①郵便振替 

 専用払込取扱票に必要事項を記入の上、参加料を添えてお申込みください。 

 ②インターネットで 

 ・ランネット、スポーツエントリー、ＪＴＢスポーツステーションのエントリーペー

ジからお申し込みください。 

 ・仙北市ホームページの田沢湖マラソンページからエントリーへジャンプできます。 

 ③大会前日エントリー 

 ・9月17日（土）14時からマラソン特設会場にて、各種目30人限定(先着順)でエントリ

ーの受付を予定しています。参加料を添えてお申込みください。 

 ・ただし、エントリー状況によっては、前日エントリーを中止する場合があります。 

 ・前日エントリー者の、大会プログラムへの氏名掲載はできません。 

 

◆申込期間 

 ・平成28年6月1日（水）～平成28年7月22日（金） 

 ・払込取扱票を使用しての締切りは、平成28年7月22日（金)消印有効です。 

 ・締切日以前でも定員に達した場合は、申込みを締め切る場合があります。 

 

◆参 加 料 

 ・フルマラソン   4,500円（前日エントリー   5,500円） 

 ・20kmマラソン   4,000円（前日エントリー   5,000円） 

 ・10kmマラソン   3,500円（前日エントリー   4,500円） 

 ・ペアマラソン 一組4,000円（前日エントリー 一組5,000円） 



◆受 付（ナンバーカード交付） 

 ・日 時 前日 9月17日(土) 14:00～17:00 

   当日 9月18日(日)  7:00～ 8:30 

 ・場 所 マラソン特設会場受付窓口 

※ナンバーカ－ドは、ナンバーカード引換証と引き換えにお渡しします。 

※ナンバーカード引換証（ハガキ）は９月上旬に送付します。 

※当日は受付が大変込み合いますので、できるだけ前日の受付をお勧めい

たします。 

 

◆記録集計 

 ・Ｊチップで記録集計します。Ｊチップはナンバーカードに付いています。 

 ・ペアマラソンは２人の合計タイムにより順位を決定します。 

 

◆完 走 証 

 ゴール後、受付窓口にてＪチップの返却と引換えに完走証を発行します。 

 

◆記録発表 

 成績が確定次第、完走者全員の記録をインターネットで発表します。 

 

◆開 会 式 

 9月18日(日)  8:30～  マラソン特設会場 

 

◆表  彰 

 ・フルマラソン、20kmマラソン、10kmマラソン 男女総合8位まで 

 ・ペアマラソン 8位まで 

 ・各種目年代別の3位まで賞状を差し上げます。 

 ・完走者全員（制限時間内）に、完走証と完走記念品を差し上げます。 

 ・大会を盛り上げてくれた人、感動を与えてくれた、目立った、などで大会に花を添

えてくれた人を表彰します。（全参加者から若干名。） 

 ・参加者、役員、ボランティア、沿道の応援の方々など、大会に関係し貢献してくれ

た個人や団体を表彰します。 

 

◆特 別 賞 

 ・フルマラソン男女総合優勝者を海外マラソンへ。 

 ・各種目ともお楽しみ抽選会等による特別賞があります。この他、ラッキー賞、最年

長者賞、遠来賞なども用意しています。 

  ※表彰・特別賞の内容、副賞などは都合により変更になる場合がありますのでご了

承ください。 



◆表 彰 式      （予定時間）    （抽選会） 

［ペアマラソン］  10:50   11:00 

［10kmマラソン］  11:30   12:00 

［20kmマラソン］  12:30   13:00 

［フルマラソン］  14:00   15:00 

 

◆ランニング交流会 

・平成28年9月17日(土) 15時00分～16時30分 

・開催場所  田沢湖畔 共栄パレス イベント広場 

・講  師  ゲストランナー  

・内  容  お話と実技指導による交流 

・参 加 料  無 料 

 

◆前 夜 祭  

・平成28年9月17日(土) 17時30分～19時00分（17時開場） 

・開催場所  湖畔の杜レストランＯＲＡＥ 

・内  容  ゲストランナーをお迎えしてのパーティー 

・参 加 料  １，０００円 

・申込方法  事前に電話でお申し込みください。 

電話０１８７－５８－０６０８（ＯＲＡＥ） 

（ＦＡＸ、Ｅメールでの受付は不可） 

※定員になり次第、申し込みを締め切ります。 

・終了後送迎バスが出ます。（高原方面、田沢湖駅） 

 

◆駐車場・シャトルバス 

①駐車場には限りがありますので、できるだけ相乗りでご来場ください。 

・秋田新幹線（田沢湖線）田沢湖駅で下車して下さい。 

・路線バス ＪＲ田沢湖駅から田沢湖一周線・乳頭線にご乗車下さい。 

    （ＪＲ田沢湖駅前～田沢湖畔の所要時間約１５分） 

②大会当日は会場行き無料シャトルバスを運行します。 

・乳頭温泉から７時１０分、高原温泉から７時３０分 

・田沢湖駅から６時４０分、７時２０分、７時４５分、８時０５分 

・ホテル森の風田沢湖駐車場より６時３０分から随時 

③お帰りの際は･･･ 

・田沢湖駅へ１１時から１６時まで１時間毎に 

・ホテル森の風田沢湖駐車場へ１０時３０分から１７時まで３０分毎に 

④10kmマラソンのスタート位置への移動は、シャトルバス及び遊覧船を運

航します。  



◆宿  泊 大会前日は周辺の宿泊施設が大変混み合いますので、宿泊を希望される方

は、お早めにお申込み下さい。 

 申込先 ・仙北市田沢湖観光情報センター「フォレイク」 

      〒014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字男坂68 

            ＪＲ田沢湖駅構内 ℡ 0187-43-2111 

     ・仙北市観光情報センター「角館駅前蔵」 

      〒014-0369 秋田県仙北市角館町上菅沢394-2 

            ＪＲ角館駅前   ℡ 0187-54-2700 

 

◆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

回大会の参加案内大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、記録発表（ラン

キング等）、他大会への推薦に利用します。 

 

◆そ の 他 ①参加者は自己の責任において健康を管理してください。 

②主催者は、競技中の事故について応急処置は施しますがそれ以外は一切

の責任は負いません。 

③貴重品、手荷物は各自で管理するか、所定の手荷物預かり所へ預けてく

ださい（有料）。盗難、紛失物等については、一切責任を負いません。 

④10kmマラソンスタート地点の手荷物預かりでは、貴重品の管理はできま

せん。 

⑤大会当日の参加申し込みは受け付けません。 

⑥申し込み締切り後の出場種目の変更は原則として認めません。 

⑦住所変更等があった場合は、大会事務局へ必ずご連絡ください。 

⑧フルマラソンに限りスペシャルドリンクを受付けします。指定場所(10km

から５km毎の給水所)、通過予定時間を記入し、当日８時30分までにスペ

シャルドリンク受付所に持参してください。 

⑨ナンバーカードに取り付けてあるＪチップにより記録を計測しますので、

競技が終了するまでは、取り外さないでください。 

⑩競技終了後、Ｊチップは交付された場所へ必ず返却してください。返却さ

れない場合、実費２，０００円を負担していただきます。 

⑪会場付近は交通混雑が予想されますので、余裕を持ってご来場ください。 

⑫会場付近の交通状況によって予定時間前に交通を規制する場合があります。 

⑬万一、不審者や不審物を目撃・発見した場合は、速やかに大会本部または

最寄りの役員へお知らせください。 

 

◆お問い合わせ先 

〒014-0392  秋田県仙北市角館町東勝楽丁１９番地 

田沢湖マラソン事務局（仙北市教育委員会 スポーツ振興課内） 

℡ 0187-43-1116 


