
街も
、人も、ひとつになる

岩手大学 FINISH 盛岡市中央公園、
（フルマラソン＆ファンラン）

盛岡市役所
（ペアラン）
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競技種目 フルマラソン
制限時間：6時間

ペアラン
制限時間：30分

2.5kmファンラン
制限時間：1時間30分

10.4km42.195km

日本陸連公認大会・コース

［定員］
7,000名

［定員］
300組600名

［定員］
2,500名

※エントリーは「RUNNET（要会
員登録）」又は郵便振替から。 
※先着順でのお申し込みとなり
ます。

◎主催：いわて盛岡シティマラソン実行委員会　　　◎主催・主管：（一財）岩手陸上競技協会　　　◎共催：盛岡市　盛岡市教育委員会　盛岡市陸上競技協会
◎後援：岩手県　岩手県教育委員会　ＩＢＣ岩手放送　岩手朝日テレビ　岩手大学　岩手日報社　めんこいテレビ　エフエム岩手　（一社）SCS　テレビ岩手

NHK盛岡放送局　盛岡市商店街連合会　（公財）盛岡市スポーツ協会　盛岡市町内会連合会　盛岡商工会議所　（一社）盛岡青年会議所　盛岡タイムス社 

盛岡マラソン 検 索詳細は大会ホームページから  https://iwate-morioka-city-marathon.jp

フル
マラソン
限定

一般エントリー岩手県民先行エントリー
3月14日　 午前10：00～
3月20日　　 午後11：59

土
金・祝

3月21日　 午前10：00～
8月16日　 午後11：59

土
日

☎019-626-3111
FAX:019-626-3131

いわて盛岡シティマラソン実行委員会
〒020-8530
岩手県盛岡市内丸3-46 （4月以降 盛岡市内丸12-2）
Ｅmail：info@iwate-morioka-city-marathon.jp

受付時間／平日10：00～17：00  ※土日祝日休業

申し込みから大会参加までの流れ

仙台駅 注1    東北新幹線 約40分

新青森駅 注2  東北新幹線 約1時間

秋田駅 注3  秋田新幹線 約1時間半

東京駅 東北新幹線 約2時間

花巻駅    東北本線 約40分

北上駅    東北本線 約50分

一ノ関駅  東北本線 約1時間半

　　いわて花巻空港  特急バス45分

シャトルバス 約15分

徒歩 約25分

シャトルバス
約20～30分
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いわて盛岡シティマラソン実行委員会 
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸3-46 （4月以降 盛岡市内丸12-2）

☎019-626-3111
FAX：019-626-3131　Ｅ-mail：info@iwate-morioka-city-marathon.jp

［受付時間/平日10：00～17：00］
※土日祝日休業

お問合せ
はこちら SNS

会場周辺への車での送迎は禁止させていただきます
●応援の方も盛岡駅・専用駐車場からシャトルバスをご利用いただけます。
　混雑状況によっては選手の方の乗車を優先させていただく場合がございますのでご了承ください。
●臨時専用駐車場（別途1,000円）は、フルマラソン・ファンラン参加者は、アピオ（岩手産業文化センター）、ペアラン参加者は、岩手県予防医学協会の予定です。
申込後の変更・取り消しは出来かねますので、ご了承ください。　
●オートバイ、自転車でお越しの方は参加案内送付時にご案内する指定駐輪場をご利用ください。

臨時専用
駐車場
別途1,000円
※事前予約者のみ利用可能

3月14日午前10：00～3月20日午後11：59
※フルマラソンのみ

土 金・祝 岩手県民先行エントリー
申込受付（先着順）

10月24日・10月25日土 日

岩
手
県
民
先
行

EXPO 参加賞引換

10月上旬　参加案内送付

①同一人物による重複申し込みはすべて無効になりますので、ご注意ください。　
②一人一種目のみの申し込みとなります。
③年齢、性別、記録等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。個人もしく
は団体での不正出場が判明した場合、出場が取り消されるばかりでなく、今後の本大会への申し
込み自体ができなくなる場合があります。

④大会での代理出走、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となります。そ
の場合、権利者はいかなる補償もいたしません。

⑤上記①②③④に該当する場合、申し込み後の参加料の返金はいたしません。
⑥申し込み手続き後の記載内容変更、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
のみ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いたします。

⑦事務局へのお電話による申込状況のお問い合わせ・照会等はできませんので、ご了承ください。
⑧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。

申
し
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み
に

関
す
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意
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※新幹線ご利用の場合、注1～3のみ
行きの当日移動が可能です。

大会のボランティアスタッフ及びランナー応援団体の募集を4月から行います。
「いわて盛岡シティマラソン2020」の詳細はホームページにてご確認ください。

3月21日午前10：00～7月19日午後11：59土 日 一般エントリー
申込受付（先着順）

7月20日午前00：00～8月16日午後11：59月 日 レイトエントリー
申込受付（先着順）

●24日　11：00～19：00

●25日　10：00～16：30

● 大会公式 Twitter
 @MoriokaMarathon
● 大会公式 Facebook

●  内容
レース中、緊急事態発
生時に居合わせた場
合、救護活動又は救
護スタッフの補助を
行っていただきます。

●  募集
医師、看護師、准看護師、救急救命士の資格を
保有し、救護サポートランナーとしてご協力い
ただける方。大会参加お申込みの際に、ご協
力いただける方は必要事項（保有資格等）に
チェックマークをつけてください。

【救護サポートランナー】のご協力をお願いいたします。 宿泊について救護サポートランナー
大会に参加される医療従事者の
皆様にレース走行中に万が一、他
のランナーの健康上重大な事象
に遭遇した場合に初期対応にあ
たっていただける「救護サポートラ
ンナー」のご登録をお願いしてお
ります。趣旨にご賛同
のうえ、ご協力をお願
いいたします。

※通常の大会参加手続きが必要となります。また、旅費・謝金等の支払い、参加費の免除等はございません。
※救護活動中も記録計測は継続されます。救護活動等により、各関門の閉鎖時間に間に合わなかった場合の救済措置は
　ございませんので、あらかじめご了承ください。

宿泊の斡旋については、大会公式HP
にて、ご案内させていただきます。
お申し込みは、インターネットからお
願いいたします。
ご案内開始は、3月21日（土）を予定し
ています。

●お問い合わせ先
名鉄観光サービス盛岡支店
☎ 019-654-1058

SUPPORT
RUNNER

救　護

救護スタッフシール



フルマラソン ●日本陸連登録者の部（男女）

●一般の部（男女）

ファンラン ペアランペアラン
定 員 日 時2,500名 10月25日（日）

午前9：20スタート
10月25日（日）
午前9：30スタート定 員 日 時600名（300組）

大会当日に満18歳以上の男女（高校生不可）
❶登録：日本陸上競技連盟登録競技者（2020(令和2)年度の登録が必要）
❷一般：日本陸上競技連盟未登録者等
※①②ともに、本大会が推薦する国内・国外の競技者を含み、6時間以内に完走できる者。
※障がい者（身体障害者手帳等をお持ちの方）で単独走行が困難な方は、
　伴走者を1名つけることができます。（盲導犬の伴走はできません）
※車いすでの参加は出来ません。

岩手大学～盛岡市中央公園（日本陸上競技連盟公認大会・コース）
岩手県民先行エントリー&一般エントリー ： 9,500円（税込）
レイトエントリー ： 10,500円（税込）
※別途、エントリー手数料が掛かります。　　※駐車場希望者は、別途1,000円いただきます。
※全種目スタート・フィニッシュが異なるワンウェイコースとなります。（荷物は責任をもってフィニッシュまで搬送します。）
※ふるさと納税枠は、盛岡市へ30,000円以上の寄付を行った方にフルマラソン1名分の出走権を差し上げます。

❶総合　男女各1位～8位※表彰式は男女各1位～3位
❷年代別（ネットタイム）　男女各1位～3位
18歳以上24歳以下、25歳以上29歳以下、30歳以上34歳以下、35歳以上39歳
以下、40歳以上44歳以下、45歳以上49歳以下、50歳以上54歳以下、55歳以上
59歳以下、60歳以上64歳以下、65歳以上69歳以下、70歳以上74歳以下、75歳
以上79歳以下、80歳以上※年代別入賞者(総合男女表彰対象者を含む)については
表彰式を行わず、賞状を後日送付します。

Tシャツ　※予定6時間
フィニッシャーズタオル、完走メダル　※予定
U-20割（20歳以下）とシニア割（70歳以上）を実施します！
フルマラソンの参加料が500円割引となります。

参加資格 表　彰

コース

参加料

制限時間 参加賞
完走賞

Pick Up

大会当日に満13歳以上の男女（中学生以上）
※車いすでの参加はできません。

岩手大学～盛岡市中央公園

一般エントリー ： 5,000円（税込）
レイトエントリー ： 6,000円（税込）
※別途、エントリー手数料が掛かります。
※駐車場希望者は、別途1,000円いただきます。
※全種目スタート・フィニッシュが異なるワンウェイコースとなります。
　（荷物は責任をもってフィニッシュまで搬送します。）

年代別（ネットタイム）男女各1位～3位　
中学生の部、高校生の部、19歳以上39歳以下、40歳以上
※表彰式を行わず、賞状を後日送付します。

1時間30分
Tシャツ　※予定

参加資格

コース

参加料

表　彰

制限時間

参加賞

大会当日に満６歳以上（小学生以上）合計2名
※小学生同士のペアは除く　　※車いすでの参加はできません。

岩手大学～盛岡市役所

一般エントリー ： 3,500円（税込）
レイトエントリー ： 4,500円（税込）
※別途、エントリー手数料が掛かります。
※駐車場希望者は、別途1,000円いただきます。
※全種目スタート・フィニッシュが異なるワンウェイコースとなります。
　（荷物は責任をもってフィニッシュまで搬送します。）

表彰は行いません

30分
サコッシュ　※予定

参加資格

コース

表　彰

参加料

制限時間

参加賞

42.195km

10.4km 2.5km

7,000名定 員 10月25日（日） 午前9：00スタート日 時

申込方法　 A RUNNET（ランネット）エントリーまたは B 郵便振替でお申し込みいただけます。

申込規約 
※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。
 1. 自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・名義変更はできません。      
また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。

 2. 主催者の責によらない事由（地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等）による開催縮小・
中止の際も参加料・手数料等は返金いたしません。

 3. 私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷
病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。また、あらかじめ医師の
健康診断をうけるなど、自らの責任において安全管理・健康管理を行い、大会当日、体調
やコンディションが悪い場合は参加を辞退します。

 4. 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
中断・中止の指示に直ちに従います。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指
示に従います。

 5. 私は、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、経過等について、主催者の責任を問いません。

 6. 私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請
求を行いません。

 7. 大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。
 8. 私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、またはチームメンバー（代表者エント
リーの場合）は、本大会への参加を承諾しています。

 9. 年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場(代理出走)はいたしません。それらが
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、主催者の決定に従いま
す。また、主催者が、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わない
ことを了承します。

 10. 大会の映像・写真・記事・記録等（申込者の氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報を含
む）が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・番組放送（再放送を含
む）・掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

 11. 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約に則ります。
 12. 上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります（齟齬がある場合は大
会規約が優先します）。

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）に利用いたします。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。（42.195km）（42.195km） （10.4km）（10.4km） （2.5km）（2.5km）

志波城古代公園

中津
川

北
上
川

雫石川

※関門、給水の位置は変更となる場合がございます。

ペアランコース

第1関門 10：10

第2関門 10：50
第3関門 12：05

第4関門 13：40
第5関門 14：20

第6関門 14：33

5.4km

8.4km

19km

30km

23.5km

32.4km

32.7km

36.5km

37.7km

39.2km
39.1km

21.4km

21.9km

25.5km

27.8km

15.3km

10.1km（ファン）11.7km（フル）

給水所
救護所

12.4km

5大ポイント
盛岡のまちなかを
走ることができる
充実のコース！

岩手大学をスタートし、官公庁街で
ある中央通りや岩手銀行赤レンガ館
前、八幡通りといった中心市街地か
ら古きよき街並み、豊かな自然・温
泉に恵まれた繋など、県都・盛岡の
魅力を丸ごと体感できるコースです。

1

コース上の景色は
盛岡の魅力が
いっぱい！

紅葉も見ごろを迎え、御所湖や岩
手山の景観など、盛岡の秋を感じ
ながらコース上で目に映る景色を
楽しみながら走ることができます。

2

ランナーへの
切れ目のない応援！

コース沿道において、たくさんの市
民の温かい応援や応援団体による熱
いパフォーマンスで、大会を盛り上
げます。人のあたたかさが魅力的な
まち盛岡で、大会参加者への「おも
てなし」を存分に堪能することがで
きます。

3

盛岡の
「自慢の特産品」を
給水所で楽しめる！

複数の給水所において、盛岡ならで
はの自慢の特産品を提供します。美
味しい「食」で、ランナーをもてなし、
サポートします。

4

RUNNET（ランネット）A

郵便振替（専用振替用紙）B

＜大会ホームページ＞
https://iwate-morioka-city-marathon.jp/
上記大会ホームページのURLにアクセスし、エントリーページの指示に
従ってお申し込みください。支払方法は、お申し込みの際にお選びいた
だけます。（クレジットカード、コンビニ、ATM など）。
※エントリー手数料：支払総額 4,000円まで 220円（税込）、4,001円以上 合計金額の5.5％（税込）
※RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。

専用振替用紙での申し込みを希望される場合は、
返信用封筒（切手貼付）を同封の上、
下記振替用紙ご請求先までご請求ください。
切手料金は請求部数によって異なりますのでお問い合わせください。

専用振替用紙（コピー不可）に必要事項を記入の上、参加料を添えて、
ゆうちょ銀行または郵便局窓口でお申し込みください。
また、確認用にコピーを大会まで保存されることをおすすめします。
※別途振込手数料がかかります。

いわて盛岡シティマラソン実行委員会
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸3-46 （4月以降 盛岡市内丸12-2）
☎ 019-626-3111［受付時間／平日10：00～17：00］ ※土日祝日休業

QRコードを使うと、
申込サイトに簡単に
アクセスできます

振替用紙ご請求先

ＷＥＢ完走証の
ダウンロードが
可能！

走り終わった直後からスマートフォン、
パソコン等で完走証のダウンロード
ができる「ＷＥＢ完走証」を導入。
即日、ご自身の結果を完走証として
確認することが可能です。ダウンロー
ドしてＳＮＳ等にも活用いただけます。

5 フルマラソン男子

2:0 :2: 0:0

5 位

6 位

通過点 通過ﾀｲﾑ
Start 00:01:25

 0:24:0210km 00:25:27
 0:34:5820km 01:00:25
 0:31:0330km 01:31:28
 0:30:0040km 02:01:28

Finish 02:10:02  0:08:34


