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主　催

主　管

特別支援（予定）

2023年3月19日（日） ●8:45 開会式　●9:00 スタート　●16:00終了
開催日時

種目／定員／競技時間／参加資格／参加料

コース

関門制限

雨天決行

とくしまマラソンコース（ワールドアスレチックス（WA）／国際マラソン・ディスタンスレース協会（AIMS）及び日本陸上競技連盟（日本陸連）公認コース）
徳島県庁前(国道55号かちどき橋付近)～吉野川大橋～吉野川北岸～西条大橋～吉野川南岸～城ノ内中・高校西側～ワークスタッフ陸上競技場

大会名称 とくしまマラソン２０２３
兼 ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ
兼 マラソングランドチャンピオンシップワイルドカード対象大会

※ウェーブスタート予定時刻 第１号砲9:00、第２号砲9:10

競技規則

表　彰

2022年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定による

円滑な一般交通と競技者の安全確保のため、関門の閉鎖時刻を設けます。（関門の位置等は「とくしまマラソンホームページ」をご覧下さい）

徳島県、徳島市、徳島陸上競技協会、徳島県教育委員会、徳島市教育委員会、徳島県障がい者スポーツ協会、徳島新聞社

とくしまマラソン実行委員会

その他 本大会は、ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ男子グレード３、女子グレード３の大会として実施する。

徳島県医師会、徳島県看護協会、日本赤十字社徳島県支部、徳島市消防局、名西消防組合、板野東部消防組合、
板野西部消防組合、徳島中央広域連合、徳島県消防職員協議会、国土交通省徳島河川国道事務所

総合男女各10位までの入賞者、一般男女各１位、全年代5才刻みの男女各3位まで
（当日の表彰式は、総合男女各3位までの入賞者、一般男女各1位の方を対象に行います。その他の表彰者には、後日、賞状等を発送。）

（１）日本国内在住の方
（２）日本陸上競技連盟登録者(登録の部）及び未登録者(一般の部）
（３）大会当日において18歳以上の人（応募時点で高校生の方を除く）
（４）競技終了時刻までに完走できる走力のある方
（5）主催者が行う新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を遵守できる方

13,000円
別途エントリー手数料715円

チャレンジ＆チャリティ参加者
16,000円
別途エントリー手数料880円

時間

第１号砲から

7人
うちアスリート枠

7,500

550人

マラソン
（42.195 km）

種　目 定　員 競技時間 参 加 資 格 参 加 料

【その他の留意事項】
●入金を行い、エントリーが確定した方には、アスリートビブス・参加
賞等を3月上旬頃に発送予定です。
●当日、会場付近に駐車場はありませんので、JRやバスなどの公共交通
機関をご利用ください。送迎は禁止しております。なお、臨時駐車場の
徳島市民吉野川運動広場及びマリンピア沖洲多目的スペース（予定）
から無料送迎バスを運行します。
●ランナーの手荷物（指定袋のみ、貴重品を除く）は、スタート会場
からフィニッシュ会場まで主催者で搬送します。指定袋は、事前に
送付します。
●手荷物預けは、感染対策の観点から、可能な限りでご利用をお控えいた
だくよう、ご協力をお願いいたします。ご協力いただける場合は、荷物袋
に代えて、とくしまマラソンオリジナルグッズを事前発送いたします。

　※エントリー時の設問項目にて確認します。回答後の変更はできません。
●貴重品等の盗難・紛失について主催者は責任を負いません。各自の
責任において管理して下さい。
●主催者が設置した給水ポイント以外での給水・給食については、主
催者は一切責任を負いません。また、スペシャルドリンクは受付でき
ません。
●アスリートビブスおよび計測チップは必ず所定の位置で、主催者が
確認できるようにつけて出走してください。計測チップは競技終了後
にご返却ください。

●大会当日は、天候に関する情報を確認し、気温の上昇・低下、降雨
等に対応できる準備をして参加して下さい。また、スタート及びフィ
ニッシュ会場には風雨を避ける場所はございません。降雨が予想され
る場合は、雨具をご準備ください。
●仮装して参加することはできません。また、大きいサイズの靴や下
駄など、転倒の恐れがある履き物の使用は禁止します。
●スタートは原則として所定のブロックに整列していただきます。ア
スリート枠以外のブロックについては実績タイム及び予想タイムを
参考に決定します。
●日本陸連登録競技者は、WA競技規則（TR5.2）により靴底の厚さ
が40mmを超える競技用靴は使用できません。WA承認シューズリ
ストに記載された競技用靴を使用してください。審判長の判断によ
り、レース後に確認する場合があります。

　　　　　　　　　　　WA承認シューズリストはこちら ▼

　　　　　　　　　https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information

●レース中、走者を停止させ緊急車両の通行を優先させることがあり
ます。
●救護車は、救急患者のみ収容し、それ以外の競技者は収容しま
せん。
●当日は健康保険証（原本またはコピー）を必ず携行してください。

以下の事項について同意をした上でエントリーしてください。なお、新型コロナウイル
ス感染症の状況や政府又は徳島県から示されるイベントに関する制限緩和等によって
は、内容が変更となる場合があります。その場合には、変更内容についてあらためてお
知らせします。

⑴本大会の感染症対策や大会中止規定並びに個人情報の取得、目的、提供の内容につ
いて同意した上でエントリーしてください。

⑵以下の場合は参加の辞退をお願いします。来ていただいても参加できません。また、
怪我や体調不良等により参加を辞退された場合や出場権利の取り消しにより参加で
きなかった場合と同様、参加料は返金できません。

　○大会当日に発熱(37.5℃以上)した場合や、体調管理チェックシステムの判定結果
　が｢×｣となった場合

　○ＰＣＲ検査もしくは抗原検査等で陽性反応があった場合（大会前2週間以内）
　　※療養・待機期間が解除されていることが前提
　○政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又
　は当該在住者との濃厚接触がある場合（大会前7日以内）、他

⑶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、主催
者に報告し、自治体や保健所等への調査に協力してください。

⑷大会終了後に感染症を発症した参加者が発見された場合は、その感染経路の特定に
協力してください。

⑸65歳以上の方や基礎疾患を有する方は、新型コロナウイルス感染症に罹患した場
合、重症化するリスクが高い旨を認識した上で参加を検討してください。

⑹「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が適用されている地域から参加される
方は、新型コロナに関する検査の陰性証明の提示が必要となる場合があります。

　なお、上記取扱いの詳細につきましては、別途ご案内いたします。

１ 同一人物によるマラソンの重複エントリーや、複数種目へのエントリーはできません。
２ 車いすでのマラソン参加はできません。また、障がいのある方で単独走行が困
難な方は伴走者を１人つけることができます（盲導犬の伴走はできません）。ご
希望の場合はフォーム内の設問にてその旨ご回答ください。

３ 申込手続きの記載内容変更、修正、キャンセルはできません。登録内容に問題
がある場合、事務局から、ご連絡先のメールアドレスもしくは電話番号宛に問い
合わせします。

４ 大会での代理出場、権利譲渡はできません。こうした行為が判明した場合は失
格になります。その場合、主催者はいかなる補償も行いません。返金も行いま
せん。

５ インターネット回線の不具合などによる申し込みの遅れについて、主催者は一
切の責任を負いません。

６ ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザーソフトによっては申込みできないことがあります。
７ 記録証は、「Ｗｅｂ記録証」のみとなります。紙媒体での発行はございません。

申 込 規 約 ・ 個 人 情 報

新型コロナウイルス感染予防対策に関する特別規約（8.29時点・抜粋）

参 加 賞 受 付 に つ い て

申 込 方 法

⑴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。また、大
会参加者の皆様の個人情報は、サービスの向上を目的とし、
次のとおり利用します。
①アスリートビブス（ナンバーカード）・関連情報・大会案
　内等の送付
②大会ホームページ・徳島新聞等への氏名・年齢等の掲載
③大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供
④記録発表（ランキング等）※主催者以外の団体も含む
⑤応急処置や医療機関等との連携（傷病・疾病等）
⑥感染症対策（保健所・医療機関等への提供）

　なお、実行委員会事務局もしくはエントリーサイト運営会
社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。

⑵大会の映像は、主催者の許可なく第三者がこれを使用する
こと（インターネット上において画像や動画を配信するこ
とを含む）を禁止します。

※参加者は下記の規約に必ず同意の上、お申し込みください。申込規約
1．申込後の内容変更やキャンセルはできません。また、体調不
良等、参加者の自己都合による不参加については、返金いた
しません。

2．地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等による開催縮小・
中止等についてはその都度主催者が判断し、決定します。ま
た、大会が中止となった場合は、オンライン大会に振り替
え、申込者は全員移行していただきます。実走大会の参加料
については、中止までに要した経費等を差引いた上で返金の
有無及び金額を決定します。

3．参加者は、心疾患・疾病等がない方に限ります。また、健康
に留意し、十分なトレーニングをした上で大会に参加してくだ
さい。

4．参加者は、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指示に直ちに従わ
なければなりません。また、その他、主催者の安全管理・大
会運営上の指示にも従ってください。

5．大会開催中に傷病が発生した場合、参加者は応急手当を受
けることに同意していることとみなします。

6．事故、紛失、傷病等については、主催者に故意又は重大な過
失がある場合を除き、補償は主催者が加入した保険の範囲
内での対応となります。

7．参加者が、未成年の場合は家族・親族・保護者が本大会へ
の参加を承諾している場合にのみ申込みできます。

8．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。発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次
回以降の資格はく奪等、主催者の決定に従ってください。ま
た、主催者は虚偽申告・代理出走者に対する救護・返金等
一切の責任を負いません。

9．大会の映像・写真・記事・記録等において氏名・年齢・性
別・記録・肖像等の個人情報を新聞・テレビ・雑誌・イン
ターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用することがあ
ります。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

10．大会申込者の個人情報の取り扱いは、右記に記載する主催
者の規約に則ります。

11．当該申込規約の他、主催者が別途定める大会規約及び新型
コロナウイルス感染予防対策に関する特別規約に則り開催
します（齟齬がある場合は大会規約を優先）。

●保険の補償内容
　 大会参加中に傷害もしくは疾病（熱中症・脱水症状等）が原
因で身体障がいを被った場合、見舞金の給付（死亡、後遺障
害、入院、通院）を行います。

　 ※新型コロナウイルス感染症は保険適用外です

Ａ
クレジット
カード払い

B
PayPal
払い

C
Amazon
pay

D
コンビニ
払い

支払期限は次のいずれか短
い方となります。
・エントリー受付手続き後
　7日後まで
・エントリー締切日の翌日
　(11/22)まで

●アスリートビブスや計測チップ、参加賞は事前に発送いたします。

●当日は、「検温会場」で検温や必要な手続きを済ませてからスタート待機列に
並んでください。詳細は次項の「新型コロナウイルス感染予防対策に関する
特別規約」をご確認下さい。

・ 受付は「先着順」とし、それぞれ定員に達した時点で申込みを締め切ります。
・ フルマラソン 先着7,500名（うちアスリート枠550名）
・ パソコンまたはスマートフォンからアクセスし、大会エン　　　　　　　　
　 トリーページの指示に従ってお申し込み下さい。
・ 事前にRUNNETの会員登録が必要です(登録料無料)。
・ お仲間・ご家族エントリーはございません。

「申込規約」及び「新型コロナウイルス感染予防対策に関する特別規約」に同意
した上で、お申し込みください。

※参加料の「入金」をもって「申込完了」となります。
※お申し込み時に通知する期日までに、入金手続きを行ってください。支払期限を過
ぎた場合、参加申込が取り消しになりますのでご注意ください。

※支払方法詳細：
　RUNNETトップ> ヘルプ>大会エントリー> 大会参加費の支払方法について

とくしまマラソンでは、ランナーの皆様が目標を達成し
た感動を「寄付」という形で社会に貢献する「チャレン
ジ＆チャリティ企画」を行っています。
今大会では「スポーツ振興」「障がい者スポーツ振興」
に貢献する団体へ寄付いたします。

■参加費
　３,０００円
■申込方法
　エントリー時に合わ
　せてお申し込みい
　ただけます。

【申し込みに関する注意事項】

参加料 ： 無料

救急サポートランナー募集！
コースを走りながら救護監視にあたる

詳しくはとくしまマラソンHPをご確認ください！

参加者特典 参加者限定オリジナルグッズ

受 付／ランネット（RUNNET） ホームページ

時 期／11月8日（火）20時から先着順 （11月21日まで）

サイズ
着　丈
身　幅
袖　丈

S
62.5
44
20

XS
59.5
42
19

M
65.5
46
21

L
68.5
48
22

XL
71.5
50
23

とくしまマラソン2023オリジナルTシャツ（㎝）

大会開催要項（マラソン） 先 着 順 WEB申込

詳細はこちら ▼

※お申し込み後の
　サイズ変更は
　できません。

チャレンジ＆チャリティ企画
大会に関する情報は「とくしまマラソン」ホームページをご参照ください。

本大会は、（公財）日本陸上競技連盟の「ロードレース開催についてのガイダンス」に沿って、新型コロナウイルス感染予防対策を実施します。今後の新型コロナウイルス
感染症の感染状況によって、追加の対応や負担をお願いすることがあります。

エントリーにあたっての同意事項
1.大会前日まで
　大会2週間前から所定の「体調管理チェックシステム」に検温結果や健康状態を入力
していただきます。※「体調管理チェックシステム」の項目に当てはまる場合や虚偽
の入力をされた場合、また未入力の項目がある場合は、参加をお断りさせていただき
ます。この場合の参加料返金は行いませんので、予めご了承ください。

2. 大会当日
⑴スタートブロックへ直接入場することはできません。必ず「検温会場」で検温や必要
な手続きを済ませてからスタート待機列に並んでください。混雑による出走遅れ、失
格などについては一切責任を負いません。十分余裕を持った時間にお越しください。

⑵「検温会場」は、臨時駐車場とスタート会場の徳島県庁外来駐車場に設けます。必ず
マスク着用・手指消毒の上、係員の指示に従って、検温及び体調管理チェックシステ
ムのチェックデータの提示等を済ませてください。参加が認められる場合は「リスト
バンド」をお配りしますので、確認しやすい手首付近に速やかに巻き付けてくださ
い。なお、競技中や無料送迎バス乗車の際もリストバンドを外さないでください。

⑶各会場では、必ずマスクを着用し、感染予防対策にご協力ください。
⑷整列時も参加者同士の密を避けるように、他の方と十分な距離をとってください。ま
た、会話を控えて並んでください。

⑸競技中は、各自の判断でマスクを着脱して構いませんが、外したマスクは持参し、沿
道等へ絶対に捨てることのないようお願いします。

⑹競技中も可能な限り、他の参加者と間隔をとり、「黙走」にご協力ください。

3. 大会終了後
⑴大会終了後２週間は、所定の体調管理チェックシステムにより健康管理を継続してく
ださい。

⑵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、濃
厚接触者の有無も含めて、速やかに大会事務局まで報告してください。

主な感染症対策

支払方法はお申し込みの際にお選びいただけます。

▼

こちらから

支払方法

RUNNETはこちらhttps://runnet.jp/ ▼

とくしまマラソン

【個人情報の取り扱いについて】

入金日：RUNNET での申込操作の完了時点 入金日：コンビニでの支払時点




