
雨天
決行

※種目ごとに定員に達し次第、締め切りとなります。

申込開始

申込締切 令和 3年2月19日 金

令和 3年1月18日 月 10:00

http://maeshibu.jp

Shibukawa
21.0975km
SHIBUKAWASHI SOGO PARK
ORBITAL COURSE 6LAPS

184

174 Maebashi
21.0975km
MAEBASHI SOGO UNDO PARK
ORBITAL COURSE 7LAPS

2DAYS
4/172021 18前橋会場

前橋総合運動公園
渋川会場
渋川市総合公園

ハーフ
21.0975km
各200人

1DAY第8回  前橋・渋川シティマラソン

土

日

主催：前橋・渋川シティマラソン実行委員会

土 日

渋

マラソン
42.195km

400人

2DAY

前



2DAYS

JR北陸新幹線

北橘行政センター

第8回  前橋・渋川シティマラソン

種　目 部　門 参加料定　員 スタート時間

1

2

3

4

5

6

ウェーブ
スタート

前橋会場
7:00～11:00

渋川会場
7:00～11:15

400人 4,000円

200人 3,000円

200人 3,000円

一般男子（39歳以下）

一般男子(40歳～49歳）

一般男子(50歳以上）

一般女子（39歳以下）

一般女子(40歳～49歳）

一般女子(50歳以上）

11

12

13

14

15

16

一般男子（39歳以下）

一般男子(40歳～49歳）

一般男子(50歳以上）

一般女子（39歳以下）

一般女子(40歳～49歳）

一般女子(50歳以上）

21

22

23

24

25

26

一般男子（39歳以下）

一般男子(40歳～49歳）

一般男子(50歳以上）

一般女子（39歳以下）

一般女子(40歳～49歳）

一般女子(50歳以上）

種目・参加料

前橋総合
運動公園

17日

渋川市
総合公園

18日

4/172021 18前橋会場
前橋総合運動公園

渋川会場
渋川市総合公園土 日

前橋・渋川シティマラソン開催にあたって
新型コロナウイルスにより、様々な大会が開催中止を決定している今、「前橋・渋川シティマラソン」
は、リアルに走りたいランナーや、この大会を待ち望んでいる皆様のため、従来と形式を変えて、新た
な「前橋・渋川シティマラソン」として開催します。

参加資格
令和3年4月1日の時点で満18歳以上

コース
前橋総合運動公園：約3km周回コース×7周回
渋川市総合公園：約3.5km周回コース×6周回

スタート時間
7:00～11:15の間でウェーブスタート

ウェーブスタートとは、グループに分けて時間差でスタート
する方法です。参加者によりスタート時間が異なりますので、
後日郵送する参加案内にてお知らせします。

制限時間
前橋コース：2時間30分以内

渋川コース：2時間45分以内

開会式・表彰式
開会式・表彰式は行いません。　　　　　　

表彰
部門ごとに１位～３位まで表彰とします。

賞品については、後日発送します。

参加賞
参加賞はありません。

給水・エイド
新型コロナウイルス感染防止のため、コース上に給水・エイ
ドは用意しません。代わりに競技場内にテーブルを設置しま
す。各自が給水ドリンク、補給食などを持参しテーブルに置
き補給できるようにします。ごみは各自持ち帰るようにして
ください。ごみを密閉するビニール袋などを必ず持参してご
みが散乱しないようにしてください。

完走証
後日デジタル完走証を発行します。
（後日郵送する参加案内にてお知らせします）

ナンバーカード交付
ナンバーカード、計測チップ、参加案内等は、令和3年3月末
から4月上旬を目安に郵送します。
大会当日にナンバーカード等を忘れた方は、実費負担
（2,000円）にて再発行します。

マラソン
42.195km

4/17（土） （日）18
2日間

前橋ハーフ
21.0975km

4/17（土）
1日

渋川ハーフ
21.0975km

4/18（日）

1日



http://runnet.jp/
※ エントリーには、RUNNETの会員登録（無料）が必要です。

お申し込み
令和3年1月18日［月］10:00から申込み受け付け開始

種目ごとに定員に達し次第、締め切りとなります。

携帯電話からは「モバイルRUNNET」をご利用ください。

下記問合せフォームよりお問い合わせください。
RUNN E Tに関するお問い合わせ http://runnet.jp/help/

①本大会は、日本陸上競技連盟競技規則並びに本規則により実施する。
②競技者は、審判員、大会役員等の指示に従うこと。
③競技者は、参加資格及び制限時間を遵守すること。審判員が制限時間内に完走の見込みがな
いと判断した場合は、その時点で競技の中止を指示するので従うこと。
④競技中、緊急車両等の走行を優先させることがあり、この措置による記録の修正等は行わない。
⑤制限時間内に完走できない場合は、一切の記録・計測を行わない。
⑥競技時に他者に危害を加える可能性のある服装や、仮装および動物を連れての参加を禁止する。
⑦競技に参加する視覚障害者は、伴走（参加料無料、エントリー時に申請する）を1名つけること
とする。
⑧競技にあたりナンバーカード（ゼッケン）は、主催者が準備したものをそのまま使用すること。
⑨本大会及び競技コース内で災害・重大事故等の緊急事態が発生した場合は、審判長が競技
を打ち切るか続行するかを決定する。
⑩競技者は、指定されたスタート時間に間に合わなかった場合は失格とする。
⑪主催者は競技中の事故について応急処置を除き一切の責任を負わないものとする。競技者
は、競技に備え自己の健康を管理しなければならない。主催者は健康に不安がある競技者に
対し、あらかじめ医師の診断を受けておくことを推奨する。
⑫本大会は、複数のセーフティジャッジを配置する。セーフティジャッジは、競技を続けると著しく
健康を害すると判断した場合、その競技者を競技から除外する権限を有する。競技者は、セー
フティジャッジの判断に従うこと。

大会規則

①大会が中止の場合は、参加料・手数料の返金は行いません。
②計測チップは、大会終了後、主催者まで返却してください。破損及び紛失した場合は、実費
（2,000円）を負担していただきます。
③本大会はウェーブスタートで行いますので、ご自身のスタート時間に合わせてお越しください。
④会場周辺の駐車場は混雑しますので、時間には余裕を持ってお越しください。
⑤大会当日にナンバーカード、計測チップを忘れた方は、再発行時に2,000円を負担していただ
きます。
⑥大会1周間前から参加案内に同封する体調管理チェックシートを記入し、提出をお願いしま
す。また、大会終了後２週間の体調をチェックシートに記入し、該当した場合は事務局へご連
絡ください。
⑦以下の事項に該当する方は参加を見合わせてください。
　・37.5度以上の発熱がある場合
　・強い倦怠感や息苦しさがある場合
　・普段より咳、痰がある場合や咽頭通などの症状がある場合
　・味覚、嗅覚に異常を感じる場合
　・家族や同居人、身近な知り合いに新型コロナウイルス感染が疑われる場合
　・糖尿病などの基礎疾患があり、体調に不安のある場合
　・過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への  
渡航又は当該在住者と濃厚接触がある場合
　・体調管理チェックシートに該当する症状がある場合
⑧マスクの持参、着用をお願いします。（運動中を除く）
⑨会場でのこまめな手洗い、アルコール消毒をお願いします。
⑩密を回避するために、スタート前の更衣テント及び荷物預かりは設置しませんので、あらかじ
め、スタートできる準備でお越しください。フィニッシュ後は、チップを返却し会場に滞留するこ
となくお帰りください。フィニッシュ後の更衣テントは設置しますが、新型コロナウイルス感染防
止のため、利用人数制限、定期的換気、消毒などにより、利用に時間がかかる場合があります。
⑪会場周辺は、一般の方も利用するため十分注意してください。
⑫ヘッドフォン等周囲の音が聞こえにくくなるものを身に着けての参加はできません。
⑬競技者全員に傷害保険をかけています。競技中にケガをした場合は、大会本部に届け出てくだ
さい。当日届け出がない場合、保険が適用されないことががあります。

注意事項

①申込後の登録内容の変更はできません。また、過剰入金・重複入金の返金は行いません。
②年齢・性別・記録等の虚偽申告および申込者本人以外の出場等の不正行為が発覚した場合
は出場・表彰を取り消します。その場合の返金は行いません。
③地震、風水害、降雪、事件、事故、疾病のほか、主催者の責によらない事由によるコース短縮・
中止の場合、参加料・手数料の返金は行いません。新型コロナウイルス感染拡大による場合の
中止についても、参加料・手数料の返金は行いません。
④大会中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネットなどへの掲載
権は、主催者に属します。
⑤大会当日、会場で主催者及び会場管理者による、体調の観察、質問、体温測定等の要請が
あった場合、これに従ってください。
⑥大会参加時の貴重品は各自の責任で保管してください。主催者は盗難・紛失の責任は負いま
せん。
⑦公共の公園を利用しますので、ごみ等は各自で責任を持って処分してください。　
⑧競技者は、主催者の要請、指示、誘導には必ず従ってください。
⑨大会に参加したことにより、新型コロナウイルス感染症に感染したと思われる場合であって
も、主催者は責任を負いません。

申込規約

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係法令を遵守し、
個人情報を取り扱います。個人情報は、救護、参加案内、記録通知、関連情報の通知、記録発表
（リザルト）等に利用します。
大会運営目的以外、感染症拡大防止のため、保健所、医療機関などに個人情報を提供する場合
があります。

個人情報保護

受付期間
令和3年1月18日［月］10:00から
令和3年2月19日［金］まで

エントリー手数料 4,000円以下は220円

支払い方法 クレジットカード、コンビニなど
お申し込みの際にお選びいただけます

平日 9:30～17:300800-800-1701

前橋・渋川シティマラソン エントリーセンター
〒371-0132 群馬県前橋市五代町1103-4 （コーエィエントリーセンター内）パンフレット請求に関するお問い合わせ

募集要項（本チラシ）をご希望の方はエントリーセンターまでお申し込みください。



大会事務局
前橋・渋川シティマラソン実行委員会事務局
371-0023 群馬県前橋市本町二丁目13-8
前橋市まちづくり公社・スポーツ振興課

TEL:027-289-4764
FAX:027-289-4765

（平日 9:00～17:00）※大会事務局からは募集要項（本チラシ）の送付はしません。
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自由広場

陸上競技
サッカー場

管理事務所

真澄寺別院

野球場

テニスコート

プール

軽スポーツ広場
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Maebashi
前橋会場

21.0975km

群馬県前橋市
荒口町437-2

約3km周回コース×7周回

駐輪場

P

参加者駐車場

自由広場

陸上競技場

運動広場

野球場

こども広場

テニスコート

体育館

伊香保町伊香保

佛光山法水寺
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・
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Shibukawa
渋川会場

21.0975km

群馬県渋川市
渋川（明保野）4230

約3.5km周回コース×6周回
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