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■主　催／もちがせ流しびなマラニック大会実行委員会 ■後　援／新日本海新聞社・鳥取市・鳥取市教育委員会

■協　力／鳥取市体育協会用瀬支部・鳥取市スポーツ推進委員協議会
用瀬地区公民館・社地区公民館・大村地区公民館
鳥取市交通安全指導員会用瀬地区会
鳥取市用瀬町日赤奉仕団・鳥取市食育推進員会用瀬支部
用瀬町文化団体協議会・用瀬小学校・千代南中学校

マラニック大会マラニック大会

流しびなの館周辺
3kmコース　5kmコース

(第35回大会は、ウォーキング種目を実施いたしません。)

5/155/15 雨天決行

会 場

種 目

第
35
回

参加資格

鳥取県東部地区在住者限定とします。

順次スタート順次スタート
9：55～9：55～9：55～ ！！！！順次スタート！！

（令和4年）（令和4年）
※荒天などで開催を中止する
時は、鳥取市ホームページ
に掲載しますので、ご確認
ください。



RUNNET

2022年(令和4年) 5月15日（日）雨天決行

大会会場「流しびなの館周辺」

期　　日

場　　所

もちがせ流しびなマラニック大会　募集要項　

種　　目

健康で大会要項を遵守できる方。

表彰は各種目6位までとし、本部テントで賞状をお渡しします。
※表彰はグロスタイムを基準とします。
※出場者が10名以下の場合は、3位までの表彰とします。
記録証は大会当日お伝えする専用サイトからダウンロードをお願
いします。ただし、希望者には紙での記録証を後日郵送します。
※ダウンロードした記録証には、グロスタイムのみ記載します
が、紙での記録証には、参考記録としてネットタイムも記載し
ます。

協賛企業より提供された豪華賞品を用意しています。
※用瀬町勤労者体育センターでの抽選会は行いませんが、ス
タッフが当日受付された方の中から抽選を行い、賞品引換所で
賞品をお渡しします。抽選番号はスタート後に会場内に掲示し
ます。

男子
女子
男子
女子

種　目 参加資格種目
番号 スタート時刻

10：00

９：551
2
3
4

定　員

3km

5km

200人

200人

※スタート時やコース走行中の混雑緩和を図るため、申告
タイム順にグループ分けし、グループ間の距離を空けて
スタートします。
※第35回の今大会は、ウォーキング種目を実施いたしま
せん。

参加資格

参 加 料

小学生未満

1,000円
5km 3km

小学生以上
無　　料

鳥取県東部地区在住者限定とします。

申込規約に同意の上、申し込んでください。（受理した申込書については同意したものとして取扱います。）

日　　程

①定員になり次第、募集を締め切ります。
②申込受付後の参加料は返金しません。

表彰・記録

参加者全員に「大会オリジナルグッズ」、「ダイヘン賞（スポー
ツドリンク）」があります。

参 加 賞

最高齢者賞・・・・・市内1名、市外1名
ラッキー賞・・・・・ゼッケン番号によるお楽しみ
※上記特別賞は受付時にお渡しします。

特 別 賞

ゼッケン抽選

参 加 申 込 方 法

受付
完了

払込受領証の写しを
大会申込書に貼付

郵便振込にて
申込の方

／インターネット申込の方

／郵便振込の方

募集期間　令和4年2月15日（火）～3月22日（火）　

募集期間　令和4年2月15日（火）～3月15日（火）

ランネット（https://runnet.jp/）から申込み、コンビニエンスストアまたはクレジットカードで、
参加料を振り込みください。

払込取扱票、大会申込書等を希望者に送らせていただきますので、大会事務局（℡0858-71-1897）までご連絡ください。

A

B

③大会当日の参加申込、種目変更は、お受けできません。
④参加申込をされた方には、参加受付票やゼッケン等を4月下旬に送付します。

※参加料は払込取扱票に必要事項をご記入のうえ、ゆうちょ銀行又は郵便局でお支払いください。（払込手数料は自己負担となります。）
※参加料の払込取扱票の住所・氏名等は、大会申込書の代表者名をご記入ください。
※大会申込書にご記入のうえ、振替払込請求書兼受領証のコピーを貼付してエントリーセンターへ郵送してください。

インターネット申込を基本としますが、ネット環境が整ってないなどインターネット申込が出来ない場合は、郵便振込での申込みも可能です。
この申込みの場合、ご連絡をいただいた後に申込書をお送りしますので、受付完了まで時間を要します。ご了承ください。

①受　　付／午前8時30分～9時40分
②開会宣言／午前9時40分　※アナウンスのみで実施します。
③スタート／午前9時55分から順次
④計測終了／午前11時00分
⑤閉会宣言／午前11時30分　※アナウンスのみで実施します。

払込取扱票、
大会申込書への記入 参加料払込み

大会申込書の郵送
【当日（3月15日）

消印有効】



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
関連法令などを遵守します。大会参加者へのサービス向上を目的とし
て、参加案内、プログラム（名前、所属）、記録発表（ランキングな
ど）に利用します。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関す
る確認連絡をさせていただくことがあります。

個人情報の取扱いについて

流しびなの館周辺には駐車場はありません。係員の指示に従い、指定（千代南中学校・用瀬保健センター）の
駐車場に駐車してください。

その他留意事項
(1) 大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者は一切責任を負い
ません。

(2) 競技中、緊急を要する車両及び住民などの通行により走者を停止させ、車両及び通
行者の通行を優先させる場合があります。

(3) 大会開催中は、現場の警察官・係員などの指示に従ってください。緊急事態が発生
した場合も同様です。

(4) 計測用チップ（5km・3kmランナー）は靴ひもに必ず装着して走行してください。
計測用チップはフィニッシュ後に回収します。当日の不参加または途中棄権の場合
も必ず返却してください。未返却・破損・紛失などの場合は実費分をご負担いただ
きます。

(5) ナンバーカードは一番上の服に必ず装着して参加してください。
(6) 競技中に身体の異常を感じた場合、ただちに競技を中止してください。主催者は応
急処置を行いますが、その他の責任は負いませんので、あらかじめご了承ください。

(7) 大会会場（コース上も含む）において広告目的で企業名・商品名などを意味する図
案及び商標など、広告的なものを身につけたり表示したりすることはできません。

申込規約（文中の「私は」は申込人本人を示します。）
(1) 同一人物による重複申込は認めません。発覚した場合はエントリーを無効とします。
(2) 不正行為（種目のエントリー不正、マラソンコース以外の走行など）を行った競技
者は、エントリーを無効（失格）とします。その際の参加料の返金は一切行いません。
また、不正行為者には次大会以降の出場を認めません。

(3) 自己都合による申込み後の種目変更、キャンセルはできません。過剰入金、重複入
金の返金は行いません。

(4) 地震・風水害・降雪・事故・事件などによる大会開催中止などについてはその都度
主催者が判断し、決定します。また、主催者の責によらない事由で大会が中止となっ
た場合、参加料の返金は一切行いません。

(5) 主催者は、傷病やその他の事故に際し応急処置は行いますが、その後の責任は負い
ません。参加者は大会に備えてあらかじめ医師の健康診断などを受け、体調には万
全の配慮をした上で参加してください。大会当日は健康保険証（写し）をお持ちく
ださい。

(6) 私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の
競技中止の判断に直ちに従います。また、主催者の安全管理・大会運営上の指示に
従います。

(7) 私は、年齢・性別などの虚偽申告、申込人本人以外の出場（代理出走）はいたしま

私は、大会開催中の事故・紛失・傷病などに関し、主催者の責任を免除し、損
害賠償などの請求を行いません。
私の家族・親族・保護者（参加者が未成年者の場合）は、本大会への参加を承
諾しています。
私は、大会の写真・映像・記事・記録などにおいて、氏名・年齢・性別・記
録・肖像などの個人情報が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレッ
トなどに報道・掲載・利用されることを承認します。また、その掲載権・使用
権は主催者に帰属します。
大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する主催者の規則に則ります。
上記の申込規約のほか、主催者が別途定める留意事項に則ります。

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(8) 主催者が認めるものについて、写真などの委託販売を行うことがあります。
(9) 大会会場（コース上も含む）で不審物や危険物を見つけた時は、近寄ったり、
触れたりせず、現場の警察官・係員などに通報してください。

(10) 用瀬町勤労者体育センターアリーナを選手控室としてご利用ください。
(11) 更衣室は用瀬町勤労者体育センター内となります（男性：用瀬町勤労者体育セ
ンター２階　女性：用瀬町勤労者体育センター男女更衣室、事務室）。ただし、
女性更衣室は、利用人数制限を行いますので、スタッフの指示に従い入室して
ください。入室するまでに時間がかかる場合がありますので、各自で更衣ポン
チョやバスタオルを用意するか、あらかじめ走れる恰好でお越しください。

(12) コース中にトイレは設置しませんので、スタートまでにトイレをお済ませくだ
さい。

(13) コース中に給水所は設置しませんので、必要に応じて各自水分補給の準備をお
願いします。

(14) 会場内に自動血圧計を用意していますので、希望者は各自測定し、不安のある
方は健康相談窓口をご利用ください。

●新型コロナウイルス感染症対策について

①大会1週間前から検温を行い、事前に送付する「体調管理チェックシート」にご記入のうえ、大会当日、選手受付会場で提出してください。
当日「体調管理チェックシート」が提出されない、また、適切に健康管理がされていないと主催者が判断した場合は、大会への参加をお断
りします。
②会場受付で検温を行います。
※検温時、３７．５℃以上と確認された場合は、大会参加をお断りします。
※上記①、②により参加をお断りした場合、参加料の返金は行いません。
③競技中・ウォーミングアップ中以外は、マスク・フェイスマスク等を必ず着用してください。競技中はマスク・フェイスマスク等を外し、
各自携行して競技を行ってください。着用したい場合は、各自で判断してください。
④大会終了後2週間の体調管理・検温を行い、事前送付した「体調管理チェックシート」に記入して各自で管理を行ってください。
⑤大会終了後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は、大会事務局（℡0858-71-1897）に対して濃厚接触者
の有無等について報告してください。
⑥その他、大会主催者が定める新型コロナウイルス感染症対策に従い行動してください。

選手の皆様におかれましては、以下の点について、ご理解・ご協力をお願いします。

大会当日までに、新型コロナウイルス感染症により安全に開催できないと主催者・関係機関が判断した場合、参加料の返金は行いません。
※上記以外の理由（悪天候、天変地異など）で中止になった場合は、申込規約のとおり参加料の返金はありません。

●新型コロナウイルス感染症対策により大会中止となった場合の参加料について

●個人情報の第三者への提供について
今大会は競技運営目的以外に、新型コロナウイルス感染症対策を目的として個人情報を取り扱います。新型コロナウイルス感染症対策として、
主催者が必要と判断した場合、保健所・医療機関へ情報を提供することがありますので、予めご了承ください。

・ウォークを廃止しました。
・年齢部門を廃止し、男女部門のみとしました。
・開閉会式は行いません。
・３ｋｍの計測を行います。
・「自慢のおもてなし（お弁当・お味噌汁）」の提供はありません。
・遠来賞・団体賞はありません。

第35回大会の主な変更点

せん。また、主催者が虚偽申告・代理出走者に対する救護などでの一切の責任
を負わないことや、参加料返金や保険金の支払いなど一切行わないことを了承
します。

(8) 私は、心疾患・疫病などなく、健康に留意し、十分なトレーニングを積んで大
会に臨みます。大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異
議ありません。その方法、経過などについて、主催者の責任を問いません。

(9) 私は、大会開催中の事故・傷病への補償は主催者が加入した保険の範囲内であ
ることに了承します。



千代南中学校

駐車場
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スタート・ゴール 本部テント

（受付・賞品引換所）

5km
スタート・ゴール

（更衣室、トイレ、選手控室）

大会に関するお問い合わせ

〒689-1201　鳥取県鳥取市用瀬町用瀬832
鳥取市教育委員会用瀬町分室内

もちがせ流しびなマラニック大会実行委員会事務局

TEL.（0858）71-1897
（平日のみ８：３０～１７：１５　※土日祝は休みです）

用瀬町への交通案内

マラソンコース図
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申込先及び大会要項請求に関するお問い合わせ

TEL.079-420-6663   FAX.079-420-6662
（平日のみ9:30～17：30　※土日祝は休みです）

〒675-0063　兵庫県加古川市加古川町平野185-1-4F
株式会社 ファインシステム内
マラソン大会エントリーセンター

大会会場図


