
 

 

 
 

令和３年度 

第３４回野馬追の里健康マラソン大会・第１６回ウオーキング大会 

開催要項 
 

１．目 的 

野馬追の里健康マラソン大会・ウオーキング大会を通して、大会参加

者の健康増進を図るとともに、参加者相互の交流を促進し、地域の活

性化に寄与することを目的とする。 

２．開催日 
令和３年１２月５日（日） 《雨天決行》 

※開会式、閉会式は実施しません。 

３．会 場 
マラソン  ：南相馬市 雲雀ヶ原陸上競技場 

ウオーキング：南相馬市 雲雀ヶ原祭場地 

４．主 催 野馬追の里健康マラソン大会実行委員会 

５．共 催 福島民友新聞社・南相馬市・南相馬市教育委員会 

６．主 管 相双陸上競技協会・南相馬市陸上競技協会 

７．後 援 

相馬野馬追執行委員会・（一社）南相馬観光協会・小高観光協会・ 

（一社）南相馬市かしま観光協会・読売新聞東京本社福島支局・ 

朝日新聞福島総局・毎日新聞福島支局・㈱河北新報社・ 

ＮＨＫ福島放送局・福島テレビ㈱・㈱福島中央テレビ・ 

㈱福島放送・㈱テレビユー福島・㈱ラジオ福島 

８．特別協賛 

フレスコ㈱・日本電気㈱・㈱日立製作所・㈱日立システムズ・ 

南相馬市復興事業協同組合・㈱シマ商会・㈱東武・丸三製紙㈱・ 

㈱福建コンサルタント・㈱昭和観光バス・㈱フローラ 

９．運営協力 

（予定） 

南相馬警察署、七十七銀行原町支店、福島県立原町高校、福島県立相

馬農業高校、福島県立小高産業技術高校、福島県立相馬東高校、福島

県立テクノアカデミー浜、南相馬市体育協会、南相馬市レクリエーシ

ョン協会、南相馬市スポーツ少年団、原町商工会議所、原町商工会議

所青年部、社団法人相馬郡医師会、南相馬市区長連絡協議会、太田大

甕スポーツクラブ、かしま元気スポーツクラブ、小高浮舟うきうきク

ラブ、南相馬市スポーツ推進委員会、原町青年会議所、原町区婦人団

体連合会、南相馬応急手当普及員会、南相馬市少年野球連盟、南相馬

市交通教育専門員連絡協議会、南相馬地区交通安全協会、ボーイスカ

ウト福島２８団、南相馬市少年野球連盟、けやきレーシングチーム 

 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大会の開催内容が例年大会から大きく変わっており

ます。エントリーにあたっては、「開催要項」及び「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ

ン及び大会中止規定」をよくお読みいただき、感染防止対策を十分ご理解いただいたうえで、参

加をご検討いただきますようお願いいたします。 



 

 

 

10．開催種目 

 

№ 種  目 スタート時刻 距 離 備 考 

1 一般男子（３９歳以下） 

１０：０５ ハーフ 

【№1,6】 

高校生以下は 

参加不可 

2 一般男子（４０歳代） 

3 一般男子（５０歳代） 

4 一般男子（６０歳代） 

5 一般男子（７０歳以上） 

6 一般女子フリー 

7 一般男子（３９歳以下） 

 ９：５０ １０㎞ 

【№7,13】 

中学生以下は 

参加不可 

8 一般男子（４０歳代） 

9 一般男子（５０歳代） 

10 一般男子（６０歳代） 

11 一般男子（７０歳以上） 

12 高校男子 

13 一般女子フリー 

14 一般男子（３９歳以下） 

１０：１２ ５㎞ 

【№14,20】 

小学生は 

参加不可 

15 一般男子（４０歳代） 

16 一般男子（５０歳代） 

17 一般男子（６０歳代） 

18 一般男子（７０歳以上） 

19 中学生男子 

20 一般女子（３９歳以下） 

21 一般女子（４０歳以上） 

22 小学５年男子 
 ９：４０ 

３㎞  23 小学６年男子 

24 中学女子  ９：４２ 

25 小学３年男子 

１０：１０ 

２㎞  

26 小学４年男子 

27 親子ペア（小学１～３年） 

28 小学３年女子 

１０：１２ 
29 小学４年女子 

30 小学５年女子 

31 小学６年女子 

32 小学１年男子 

 ９：２０ １.５㎞  
33 小学２年男子 

34 小学１年女子 

35 小学２年女子 

36 ウオーキング  ８：４０ ３㎞ 
【№36～38】 

小学生以上 
37 ウオーキング  ８：３０ ５㎞ 

38 ウオーキング  ８：２０ １０㎞ 

  

 



 

 

 

11．参加資格 

①小学１年生以上の健康な方で、完走・完歩できる方。 

②エントリーは、一人につき一部門のみの参加とします。 

③年齢起算日は大会日現在とします。 

※令和３年１１月５日以降に居住地に緊急事態宣言等が発令され、移

動自粛等が要請されている場合は、当該参加者には参加辞退を要請

する場合があります。 

12．競技方法 

①2021年度日本陸上競技連盟規則及び本大会要項により行います。 

②タイム計測方法は、スタート時の混雑を避けるため、ネットタイム

（スタートラインを通過した時点から計測）を採用します。 

13．制限時間 

①指定時間までフィニッシュ（通過）できない場合は途中中断（失格）

とさせていただきます。 

・ハーフの部 ：２時間３５分 ※１２時（正午）までに関門通過 

【関門】馬場公会堂（約１６ｋｍ地点） 

・１０㎞の部 ：６５分 

・５㎞の部  ：３５分 

・３㎞の部  ：２５分 

・２㎞の部  ：１３分 

・１.５kmの部：１０分 

②各種目の制限時間内に完走（関門を通過）できず交通の妨げになる

場合、走行中止（失格）とさせていただくことがあります。 

14. 参加賞 
①参加者全員にオリジナル記念品を贈ります。 

②５名以上で団体申込みされた団体には景品をプレゼントします。 

15．表 彰 

①表彰式は行いません。小中学生・親子ペア１位～８位、他種目 

１位～６位の方には後日、賞状と副賞を郵送いたします。 

②完走証・完歩証はＷＥＢ発行のみとなります。 

※ウオーキングの部は順位決定および記録計測は行いません。 

16. 次回招待 
今年度、一般の部で優勝した方を、来年の第３５回大会に招待します。 

（参加料免除） 

17．大会派遣 

今年度、一般の部各種目に出場した選手のうち、南相馬市在住の上位

選手１名を、本市とマラソン交流のある茨城県坂東市で開催される

「坂東市将門ハーフマラソン大会」へ派遣します。 

18. 招待選手 

（予定） 

特別招待選手 

・ 西内 洋行 選手（ｔｅａｍＮＳＩ） 

・ 鈴木 嘉次 選手（日立製作所） 

・ 須田 雄也 選手（日立製作所） 

19．記録集 完走者の記録を記載した記録集を、後日郵便でお送りします。 

20．募集期間 令和３年９月１日（水）～９月３０日（木） ※当日消印有効 

21．参加料 

①小学生・中学生・高校生      無料 

②一般男女（親子ペア含む）  ３，０００円 

③ウオーキング         ５００円（高校生以下無料） 



 

 

 

22．申込方法 

 

申込方法 説 明 
一般 

(親子ペア) 

小学生 

～ 

高校生 

団体 
（5 名以上） 

①インターネット 

  （RUNNET） 

RUNNET のホームページから本

大会を選択し、必要項目を入力

してエントリーしてください。参加

料の支払方法は RUNNET のガイ

ドに従って選択ください。 

● 
  

②市ホームページ 

市ホームページの「文化・スポー

ツ」＞「お知らせ」から大会ページ

に移動し、申込みフォームに入

力してください。 

※参加料無料の高校生以下の

みご利用できます。 

  ● 
 

③団体申込み※ 

申込書に必要事項を記載のう

え、大会事務局（スポーツ推進

課）まで郵送または持参くださ

い。支払方法は選択できます。 

  
 

● 

 

※申込書は下記のＵＲＬ等からダウンロードできます。 

または、事務局窓口にてお受け取りください。 

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/culture/sports/ 

sports/3497.html 
 

【大会事務局】 

〒979-2392 福島県南相馬市鹿島区西町一丁目１番地 

鹿島区役所２階 南相馬市スポーツ推進課 
 

23．事前郵送 

①参加申込者には１１月中旬までに、「アスリートビブス（ナンバー

カード）」、「ランナーズチップ（ウオーキングの部を除く）」、「体調

管理チェックシート」、「大会プログラム」等を発送しますので、大

会当日必ずお持ちください。（大会当日の受付はありません。） 

②大会の１週間前までにアスリートビブス等が届かない場合は、大会

事務局にお問い合わせください。 

③参加者の都合によるアスリートビブス及びランナーズチップの再

発行については、会場にて手数料（５００円）をいただきます。 

24．貴重品等 
貴重品については、自己の責任で管理してください。貴重品以外の荷

物に限り、手荷物預かり所（無料）でお預かりします。 

25．駐車場等 

①駐車場は、陸上競技場北側の「雲雀ヶ原祭場地」をご利用ください。 

②ＪＲ原ノ町駅から大会会場までシャトルバスを運行いたします。 

（バス内では感染対策として１席ずつの着席となります。） 

 ※バス運行時間：行き（原ノ町駅発   ７：００、８：００） 

         帰り（陸上競技場発 １２：３０頃） 

26．宿泊案内 

宿泊を希望される方は、南相馬市旅館ホテル組合事務局 

（ホテルラフィーヌ）へお問い合わせください。 

【ホテルラフィーヌ】TEL：0244-23-4111 FAX：0244-22-8762 

 

 

 

 

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/culture/sports/


 

 

 

27．注意事項 

①当大会の新型コロナウイルス感染症等への対策については日本陸

上競技連盟「ロードレース再開についてのガイダンス」に則り行い

ます。よって、ガイダンスの内容が改訂された場合には大会開催内

容も変更になる場合があります。 

②大会当日は新型コロナウイルス感染対策のご協力をお願いします。 

③競技中の伴走、応援車の走行及びドローン等の使用は禁止します。 

④視覚障がいのある方などの伴走が必要な方は、伴走者の参加申込は

不要ですが、確認事項がございますので事前に事務局までご連絡く

ださい。伴走者・通訳等は参加者側で手配してください。 

⑤競技中は、警察官、審判員等の指示に従ってください。 

⑥親子ペアの部は、２名が一緒にフィニッシュしてください。 

⑦競技中の事故については、主催者側で応急処置等の対応をします

が、その後の処置は各自での対応となります。 

⑧オフィシャルタイムは、ランナーズチップで計測します。チップは

シューズの靴ひもを使い装着しますので、なるべく靴ひもタイプの

シューズをご準備ください。 

⑨チップ未装着のランナー及び他人のチップを装着して走行したラ

ンナーは、失格扱いとします。 

⑩競技終了後チップを返却してください。チップの紛失・破損等を含

む未返却の場合は実費（５００円）を請求する場合もありますので

ご了承ください。 

28．申込規約 

①中学生以下の参加は、保護者の同意が必要です。 

②大会当日の参加申込み、並びにすべての部門での代理走行はできま

せん。 

③主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急措置を除いて一

切の責任を負いません。 

④自己都合による申込後の種目変更やキャンセルはできません。 

⑤年齢・性別の虚偽申告や申込本人以外の出場等の不正出場は認めま

せん。不正出場が発覚した場合は、出場が取り消されます。 

⑥地震・風水害等の天候異変若しくはその他の事情（Ｊアラート・新

型コロナウイルス感染拡大等）により、主催者側が大会を中止する

場合があります。なお、返金の有無、方法等については、主催者に

て判断し決定します。 

⑦上記④⑤、または参加料の過剰入金・重複入金については、返金し

ません。 

⑧大会の映像・写真・記事・個人記録等が新聞・テレビ・雑誌・イン

ターネット等に掲載されます。その掲載権は主催者に帰属します。 

⑨主催者及び業務委託先は、個人情報の保護法令を遵守し、参加者の

個人情報を取り扱います。また、主催者は感染予防対策として保健

所、医療機関等の第三者へ情報を提供する場合があります。 

⑩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。 

 

 

 



 

 

 

29．大会開催

の可否（大会

中止の基準） 

①新型コロナウイルスの感染拡大により、大会開催１カ月前（令和３

年１１月５日）以降に福島県に緊急事態宣言等が発令されている場

合や、自治体から開催自粛要請が発せられている場合には、大会は

中止となります。 

②上記以外にも、新型コロナウイルスの感染状況や自然災害の発生等

により、安全な大会運営が困難であると実行委員会が判断した場合

には、大会は中止となります。 

30.誓約事項 

【参加者は下記内容に同意のうえ、お申し込みください。】 

私は、本大会の参加を申し込むにあたり、開催要項及び申込規約の内

容に同意するとともに、注意事項並びに新型コロナウイルス感染症対

策ガイドラインを遵守し、大会役員の指示に従い、いかなる事故につ

いても一切私の責任において処理し、主催者に迷惑をかけないことを

誓約します。 

31.個人情報

の取り扱い

について 

・参加申込で登録された個人情報は実行委員会が責任をもって管理

し、大会運営と次回大会の案内、参加者へのサポート情報（大会プ

ログラムへの掲載・報道機関への結果発表<ランキング等>）に使用

します。 

・大会の模様を撮影した写真や動画などは、協賛・後援・協力団体を

含め新聞紙面や大会の広報等に使用することがありますので、予め

ご了承ください。 

・本大会で得た個人情報は、大会運営のほか、新型コロナウイルス感

染症の感染対策に使用し、大会参加者、関係者から発生した場合は

保健所、医療機関等へ提供します。 

 


