
※募集定員を超えた場合は抽選

スポーツ振興くじ助成事業

26 （水） 17:00（火） 10:00

□ 主　　催 ： 姫路市、一般財団法人兵庫陸上競技協会
□ 共　　催 ： 一般財団法人姫路市まちづくり振興機構、神戸新聞社
□ 企画運営 ： 世界遺産姫路城マラソン実行委員会
□ 主　　管 ： 姫路市陸上競技協会

定
員1,000人増
アスリート枠新設

26 ※募集人数に達し次第終了

7,000
4,120



申込規約　　募集要項を熟読し、申込規約に同意の上、お申し込みください。

（1）未成年者は必ず保護者の同意を、ペア申し込みは相手方の承諾を得て参加申し
　込みを行ってください。
（2）同一人物の重複申し込み（個人とペア、複数のペア、マラソンとファンランなど、種目や
　種別が異なる場合も含む）、氏名、年齢、性別、住所、記録等の虚偽申告は落選とします。
（3）電話、メール等による申込状況・抽選結果の問い合わせ・照会はお受けできません。
（4）ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによる申し込み不能、インターネット機器・回線の
　不具合による申し込みの遅れについて、主催者は責任を負いません。
（5）申し込み手続き後の自己都合による種目変更や登録内容変更、修正、キャンセルは
　できません。また、不参加の場合でも参加料の返金はいたしません。
（6）過剰入金、重複入金の返金はいたしません。
（7）ご登録いただいたメールアドレス不備での抽選結果等のメールの不着・未着につい
　ては、再確認はいたしません。また、メールの受信設定やセキュリティソフトの設定により、
　メールが受信できなかったり、迷惑メールに分類される場合がありますが、それに伴う不
　利益が生じても主催者は責任を負いません。
（8）出場権の権利譲渡等による申込者本人以外の出走（代理出走）は認めません。

（ 9 ）地震、風水害、荒天、積雪、事件、事故、疫病、テロ、爆破予告ほか、主催者の責に
　　よらない事由による開催中止・縮小の場合、参加料・手数料・愛城ランナー申込料
　　の返金はいたしません。
（10）大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者は責任を負いません。
（11）顔やナンバーカードが隠れる、他の方に危険が及ぶ、迷惑・不快に感じる服装や仮
　　装は禁止とします。
（12）大会会場（コース上も含む）において、広告目的で企業名・商品名等を意味する
　　図案及び商標等、広告的なものを身につけたり表示することはできません。
（13）疾病や紛失、競技中の事故については、応急処置のみ行い、それ以上の処置
　　及び責任は負いかねます。なお、大会開催中の事故、傷病への補償は主催者が
　　加入した保険の見舞金の範囲内になります。
（14）参加者の氏名・年齢・性別・住所（国名、都道府県名又は市区町村名）・記録・肖像
　　等の個人情報を、テレビ、新聞、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、掲載権と使用権は主催者に帰属します。
（15）主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行うことがあります。
（16）その他、大会に関する事項については主催者の指示に従ってください。

① 参加料

② 事務手数料（エントリー手数料）

③ 愛城ランナー申込料

10,000円（1人あたり）

      500円（1人あたり）

      500円（申し込まれる方のみ）

■ ランナー受付
　ランナー受付は行いません。大会約1週間前に参加案内、ナンバー
　カード、参加賞等を送付します。

■ 招集・スタート整列
　ファミリー、小学生 ： 種目ごとに設定する招集時間内に招集を受け、
　　　　　　　　　ナンバーカードの番号順に整列（椅子に着席）
　　　　　　　　　してください。その後、スタッフがスタートライン
　　　　　　　　　まで誘導します。
　　　　　　　　　 ※ナンバーカードの番号は抽選で決定します。
　　　　　　5km  ： 整列開始時刻以降に、先着順で整列してください。

■ 表彰
　 ファミリー ： 各組1～8位（男女区別なし）
　小 学 生  ： 学年男女別各1～8位
　　　5km  ： ①総　合  男女各1～8位
　　　　　　②年代別  男女各1～3位
      （19歳以下、20歳台、30歳台、40歳台、50歳台、60歳台、70歳以上）
　※表彰はグロスタイムで行います。
　※②年代別表彰は、①総合表彰対象者を除きます。
　※②年代別表彰の表彰式は行いません。賞状は後日お送りします。

■ 完走証
　  　当日に主催者が発行する完走証をお渡しします。
　※制限時間内に完走された方のみ

■ 参加賞
　 記念フェイスタオル

■ 臨時駐車場
　 就学前の方を対象としたファミリーと小学生種目については、参加
　者用臨時駐車場を設けます。
　（1）場所 ： ①姫路市中央卸売市場（姫路市延末295番地）
　　　　　 ②姫路市役所立体駐車場（姫路市安田四丁目1番地）
　

　
　（2）駐車料金 ： 無料
　（3）駐車可能日時 ： 平成29年2月26日（日）　6:30～16:00
　　※参加申し込み時に希望された方のみとなります。
　　　後日の希望は受付できません。
　　※場所①、②の指定はできません。
　　※1人（ファミリーは1組）1台、普通車又は軽自動車に限ります。
　　※駐車可能台数に限りがあるため、申し込み多数の場合は抽選
　　　により決定します。
　　※会場や最寄り駅までのシャトルバス等の運行はありません。
　　　 公共交通機関又は徒歩にてご来場ください。
　（4）各駐車場から会場までの距離、所要時間

①

②姫路市役所立体駐車場

N

バス停

①

②
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！ の項目は2016大会から変更があります。

　 ※登録の部に申し込まれる方は対象外です。
　※ニックネームではなく、本名（申し込み時に入力いただいた氏名）となります。

■ ペア
　家族や友人など、ペア（2人）で申し込みできます。抽選の場合は、
　 2人同時に当選か落選となります。
　※参加料、事務手数料は2人分必要です。
　※申し込みの際には、ペア相手の方の住所、連絡先などの情報
　　も必要になります。
　※ペア申し込み後に、ペア相手の方のキャンセルや、入れ替えを
　　することはできません。

■ ランナー受付
　（1）日時 ： 2017年（平成29年）2月25日（土）　10:00～20:00
　（2）場所 ： イーグレひめじ（姫路市本町68番地290）
　 　※大会約1ヶ月前に参加案内、ナンバーカード引換証等を送付します。
　　 ※ランナー受付を行わないと出走できません。なお、大会当日
　　　（2月26日（日））及び上記時間帯以外の受付は行いません。
　　　※受付時に本人確認書類（運転免許証等。原本に限る）による
　　　　本人確認を行います。
　　　※受付にはランナー本人がお越しください。
　　　（やむを得ない場合は、代理受付対応も行います。）
　　　※受付に伴走者の方の同行は不要ですが、受付時に伴走者
　　　　の方の情報を登録していただきます。
　　　※ペア申し込みの方も、各自受付が必要です。

■ スタート整列
　日本陸連登録の有無に関わらず、申し込み時の申告タイムを参考にして、
　スタート整列ブロックを指定します。（タイムが未申告の場合は、最
　後尾の整列ブロックとします。）整列開始時刻以降に、指定ブロック
　内で先着順に整列してください。
　※ペア申し込みでも、別々のスタート整列ブロックになることがあります。

■ 表彰
　 ①総　合  男女各1～8位
　②年代別  男女各1～3位
         （29歳以下、30歳台、40歳台、50歳台、60歳台、70歳以上）
　※表彰はグロスタイムで行います。
　※②年代別表彰は、①総合表彰対象者を除きます。
　※②年代別表彰の表彰式は行いません。賞状は後日お送りします。

■ 完走証
　  　当日に主催者が発行する完走証をお渡しします。
　※制限時間内に完走された方のみ

■ 完走賞
　  　完走者には、完走メダルとフィニッシャータオルを贈呈します。

■ 参加賞
　記念Ｔシャツ
　 ※申し込み時にＴシャツサイズが未申告の場合は、男性はＭ、 
　　 女性はＳとさせていただきます。
　　※申し込み後のサイズ変更はできません。

■ 生涯現役賞
　 　70歳以上の完走者には、後日記念品をお送りします。

■ 開催日時
　2017年（平成29年）2月26日（日）　9:00  スタート　　15:00  終了
■ 競技規則
　2016年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会の規定により行います。
■ ランナーストップについて
　大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、スタッフの指示により走
　行を停止していただく場合や、ランナーに併走して緊急車両や大会車両（自転
　車含む）が通行する場合があります。 
■ 個人情報について
　  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
　関連法令等を遵守し、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、抽選、参加案内、ナンバー
　カード、記録、関連情報の通知、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの
　提供、大会中の応急処置、記録発表（ランキング等）に利用いたします。
　※主催者又は委託先から、大会運営上必要な確認連絡をすることがあります。

■ その他
　（1）大会参加に際しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診
　　　する等、体調には万全の配慮をした上で参加してください。
　（2）姫路城周辺、大手前通り及び姫路駅北駅前広場周辺は路上喫煙禁止
　　　区域及び美化強化区域です。区域内で路上喫煙（灰皿設置場所を除く）
　　　を行った場合は、千円の過料が科せられます。また、空き缶やごみの「ポイ
　　　捨て」には2万円以下の罰金が科せられます。
　（3）桜門橋、大手門は走路となりますので、ランナー及び大会関係者以外
　　　は通行できません。
　（4）本大会は国内の関連する全ての法令を遵守し、申込規約の他、大会
　　 規定に則って開催します。

※年齢は、2017年（平成29年）2月26日時点のものとします。
※障害のある方（身体障害者手帳又は療育手帳等をお持ちの方）で
　単独走行が困難な方は伴走者1名をつけることができます。
　（伴走者の途中交代は認めません。また、盲導犬の伴走はできません。）
※コースには狭い箇所や高低差のある箇所がありますので、車いすや
　ベビーカーでの参加はできません。
※制限時間は号砲を基準とします。
※制限時間を超えた場合には、競技を中止していただく場合があります。

■ コース
　大手前通りをスタートし、姫路城三の丸広場をフィニッシュとする
　コース　（日本陸上競技連盟公認コース）

■ 種目、スタート時刻、定員、制限時間、参加料

■ 参加資格
　1998年（平成10年）4月1日以前に生まれた方
　 ❶登録の部　2016年度日本陸上競技連盟登録競技者
　❷一般の部　日本陸上競技連盟未登録者等
　※❶❷共に、本大会が推薦する国内・国外の競技者を含み、5時 
　　間50分以内に完走できる方
　※障害のある方（身体障害者手帳又は療育手帳等をお持ちの方）で
　　単独走行が困難な方は伴走者1名をつけることができます。
　　（伴走者の途中交代は認めません。また、盲導犬の伴走はできません。）
　※コースには狭い箇所や高低差のある箇所がありますので、車いすで
　　の参加はできません。

■ 参加申し込み
（1）方法 ： インターネット（http://www.himeji-marathon.jp/）
　 ※パソコンのほかスマートフォンでもお申し込みが可能です。
　　ただし一部の機種やブラウザ、通信環境によって正常に
　　 動作しない場合もございます。その場合はパソコンをご利用
　　ください。なお、郵便振替による申し込みは行いません。
（2）期間 ： 2016年（平成28年）7月26日（火）10：00から　　　　
　　　　　2016年（平成28年）8月31日（水）17：00まで
（3）参加者の決定 ： 定員を超えた場合は抽選
（4）結果通知：9月下旬までに、RUNNETのMyページ内にて当落発表 
　  を行います。また、あわせてメールでも当落結果の通知を行う予定です。
（5）参加料入金 ： 結果通知後、指定期日までに参加料等を入金して
　　ください。入金がない場合は、参加決定が無効になります。
ア ： 入金額（①+②+③）

イ ： 入金方法
　　インターネット上でのクレジットカード決済又はコンビニでの決済

■ 姫路城の保存・継承について
　  姫路城の保存・継承を目的とした「愛城ランナー」を募集します。
　「愛城ランナー」（申込料500円）には、胸用、背中用ともに、氏名入り 
　 のナンバーカードを用意します。なお、500円は、ナンバーカード作成
　経費を除き、姫路城の保存・継承のために活用させていただきます。

■ 大会名称
　世界遺産姫路城マラソン2017
　（英文名 ： WORLD HERITAGE HIMEJI CASTLE MARATHON 2017）

■ 主催
　姫路市、（一財）兵庫陸上競技協会
■ 共催
　（一財）姫路市まちづくり振興機構、神戸新聞社
■ 企画運営
　世界遺産姫路城マラソン実行委員会
■ 後援
　近畿陸上競技協会／兵庫県教育委員会／姫路市教育委員会（以下、五十音順）
　NHK神戸放送局・姫路支局／大手前通り街づくり協議会／（株）サン 
　テレビジョン／山陽電気鉄道（株）／神姫バス（株）／西日本旅客鉄道（株）／
　西播磨地区公立高等学校長会／（公社）姫路観光コンベンションビューロー／
　姫路経営者協会／姫路ケーブルテレビ（株）／（一社）姫路市医師会／
　（社福）姫路市社会福祉協議会／姫路市商工会／姫路市商店街連合会／
　姫路市スポーツ推進委員会／姫路市体育協会／（株）姫路シティFM21／
　姫路商工会議所／姫路市連合自治会／姫路市連合婦人会／姫路市老
　人クラブ連合会／（公社）姫路青年会議所／姫路ホテル協議会／姫路旅館
　ホテル生活衛生同業組合／（公社）兵庫県看護協会／兵庫県消防協会姫
　路市支部／兵庫県私立中学高等学校連合会／（一社)兵庫県タクシー協
　会姫路支部／兵庫県トラック協会西播支部／（株）ラジオ関西
　（平成28年6月末現在）
■ 主管
　姫路市陸上競技協会

■ コース
　 1km、1.5km、2kmは城南線を、5kmは大手前通りをスタートし、
　いずれも姫路城三の丸広場をフィニッシュとするコース

■ 種目、スタート時刻、定員、制限時間、参加料

■ 参加申し込み
（1）方法 ： インターネット（http://www.himeji-marathon.jp/）
　 ※パソコンのほかスマートフォンでもお申し込みが可能です。
　　ただし一部の機種やブラウザ、通信環境によって正常に
　　 動作しない場合もございます。その場合はパソコンをご利用
　　ください。なお、郵便振替による申し込みは行いません。
（2）期間 ： 2016年（平成28年）7月26日（火）10：00から　　　　
　　　　　2016年（平成28年）8月31日（水）17：00まで
（3）参加者の決定 ： 定員を超えた場合は抽選
（4）結果通知 ： 9月下旬までに、RUNNETのMyページ内にて当落発表
　を行います。また、あわせてメールでも当落結果の通知を行う予定です。
（5）参加料入金 ： 結果通知後、指定期日までに参加料等を入金して
　　ください。入金がない場合は、参加決定が無効になります。
ア ： 入金額（①+②）

イ ： 入金方法
　　インターネット上でのクレジットカード決済又はコンビニでの決済

■ 市民枠
　ファミリーの部に、姫路市内に在住又は在学・在園している方を
　対象とした市民枠（300組（600人））を設けます。対象者のみで
　市民枠の先行抽選を行い、先行抽選で落選した方は、引き続き、
　市外の方と合わせて残り180組（360人）の抽選になります。
　なお、市民枠の申し込みに特別な手続きは必要ありません。

ファミリー
（満4～6歳の未就学児と
18歳以上のペア）

1km

5km

1.5km

1.5km

1.5km

1.5km

1.5km

1.5km

2km

2km

2km

2km

2km

2km

10分

40分

15分

15分

15分

15分

15分

15分

20分

20分

20分

20分

20分

20分

3,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

A組  9：05
B組  9：10
C組  9：15
D組  9：20

4,000円
（1組あたり）

9：20

9：55

9：58

10：01

10：06

10：09

10：12

10：17

10：20

10：23

10：28

10：31

10：34

480組
（960人）

1,000人

190人

190人

190人

190人

190人

190人

160人

160人

190人

160人

160人

190人

5km（中学生以上）

小学3年生男子

小学2年生男子

小学1年生男子

小学3年生女子

小学2年生女子

小学1年生女子

小学6年生男子

小学5年生男子

小学4年生男子

小学6年生女子

小学5年生女子

小学4年生女子

種目（参加資格） 距離 制限
時間定員 参加料スタート時刻

（予定）

身長

胸囲

165cm
88cm
85-91cm

170cm
92cm
89-95cm

175cm
96cm
93-99cm

180cm
100cm
97-103cm

185cm
104cm
101-107cm

サイズ S M L O XO
マラソン参加賞 Tシャツサイズ（JASPO規格）

！

！

！

①参加料

②事務手数料（エントリー手数料）

ファミリー　4,000円（1組）
小学生　　 2,000円
5km　　     3,000円

200円

世界遺産姫路城マラソン2017の参加は、（株）アールビーズが所有及び運営するウェブサイト『RUNNET』よりお申し込みいただくことになります。
お申し込みにはRUNNETの会員登録（無料）が必要です。世界遺産姫路城マラソン2017の募集要項とは別に、RUNNET会員の利用規約をよくお読みになった上で、
お申し込みください。

マラソン
（42.195km） 7,000人9：00 6時間❶登録の部

❷一般の部
10,000円

（1人あたり）

種目（距離） 部門 スタート時刻 制限時間 参加料定員

第1関門
第2関門
第3関門
第4関門
第5関門
第6関門
第7関門
第8関門
第9関門
フィニッシュ

5.2km
10.2km
15.5km
21.8km
26.8km
29.8km
35.6km
38.2km
39.6km

42.195km

安室小学校
セブンイレブン姫路夢前町置本店
古知小学校
宮置橋東詰
横関公園
川西台第一公園
夢前台第七公園
安室小学校
辻井交差点
フィニッシュゲート（姫路城三の丸広場）

9：55
10：36
11：20
12：12
12：54
13：19
14：08
14：28
14：40
15：00

No. 距離 収容関門 閉鎖時刻

！

※定員には、アスリート枠（1,000人）、海外枠（150人）、ボランティア
　出走枠を含みます。
　アスリート枠の詳細は、左ページをご覧ください。
※制限時間は号砲を基準とします。
※円滑な一般交通と競技運営のため、コース途中に収容関門（下
　表のとおり）を設け閉鎖時刻を定めます。関門閉鎖後に競技を
　続行することはできません。また、収容関門以外でも著しく遅れた
　場合には競技を中止していただきます。

アスリート枠申込者のみで先行抽選を行い、先行抽選で落選した方は
通常の抽選に回ります。
※ベストタイムは、2014年（平成26年）7月～2016年（平成28年） 
　6月の2年間で、日本陸上競技連盟公認大会において記録された
　マラソン（42.195km）のグロスタイム（スタート号砲からフィニッ
　シュまでの時間）とします。
※❶登録の部、❷一般の部は問いません。
※ペア申し込みはできません。

※書類の余白又は裏面に、必ず、住所、氏名（ふりがな）、電話番号 
　を記入してください。
※郵送は、2016年（平成28年）8月31日（水）消印有効とします。
※送付書類は返却しませんので、原本はご遠慮ください。
※申し込み内容について、主催者又は委託先から確認連絡をする
　ことがあります。
※アスリート枠の申し込みが完了されていない場合は、先行抽選の
　対象にはなりません。（通常の抽選となります。）

アスリート枠申し込み方法

RUNNETで入力中に表示される「アスリート枠への申し込み」
項目で、「アスリート枠に申し込みする」を選択する。

基準を満たした記録が確認できる書類（記録証、完走証等の
コピー）を、「世界遺産姫路城マラソン実行委員会事務局」
（〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地）へ郵送する。

STEP
1

STEP
2

■ アスリート枠 New!

協賛ロゴ

協賛ロゴ

協賛ロゴ

協賛ロゴ

（胸用イメージ） （背中用イメージ）

スタート会場

2017 世界遺産姫路城マラソン 募集要項　巻き三つ折り 628×297mm（仕上がりA4） 谷折谷折

募集要項（共通） マ ラ ソ ン ファンラン

男子3時間30分以内、女子4時間以内のベストタイムを
持つ方を対象としたアスリート枠（1,000人）を設けます！



申込規約　　募集要項を熟読し、申込規約に同意の上、お申し込みください。

（1）未成年者は必ず保護者の同意を、ペア申し込みは相手方の承諾を得て参加申し
　込みを行ってください。
（2）同一人物の重複申し込み（個人とペア、複数のペア、マラソンとファンランなど、種目や
　種別が異なる場合も含む）、氏名、年齢、性別、住所、記録等の虚偽申告は落選とします。
（3）電話、メール等による申込状況・抽選結果の問い合わせ・照会はお受けできません。
（4）ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによる申し込み不能、インターネット機器・回線の
　不具合による申し込みの遅れについて、主催者は責任を負いません。
（5）申し込み手続き後の自己都合による種目変更や登録内容変更、修正、キャンセルは
　できません。また、不参加の場合でも参加料の返金はいたしません。
（6）過剰入金、重複入金の返金はいたしません。
（7）ご登録いただいたメールアドレス不備での抽選結果等のメールの不着・未着につい
　ては、再確認はいたしません。また、メールの受信設定やセキュリティソフトの設定により、
　メールが受信できなかったり、迷惑メールに分類される場合がありますが、それに伴う不
　利益が生じても主催者は責任を負いません。
（8）出場権の権利譲渡等による申込者本人以外の出走（代理出走）は認めません。

（ 9 ）地震、風水害、荒天、積雪、事件、事故、疫病、テロ、爆破予告ほか、主催者の責に
　　よらない事由による開催中止・縮小の場合、参加料・手数料・愛城ランナー申込料
　　の返金はいたしません。
（10）大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者は責任を負いません。
（11）顔やナンバーカードが隠れる、他の方に危険が及ぶ、迷惑・不快に感じる服装や仮
　　装は禁止とします。
（12）大会会場（コース上も含む）において、広告目的で企業名・商品名等を意味する
　　図案及び商標等、広告的なものを身につけたり表示することはできません。
（13）疾病や紛失、競技中の事故については、応急処置のみ行い、それ以上の処置
　　及び責任は負いかねます。なお、大会開催中の事故、傷病への補償は主催者が
　　加入した保険の見舞金の範囲内になります。
（14）参加者の氏名・年齢・性別・住所（国名、都道府県名又は市区町村名）・記録・肖像
　　等の個人情報を、テレビ、新聞、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、掲載権と使用権は主催者に帰属します。
（15）主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行うことがあります。
（16）その他、大会に関する事項については主催者の指示に従ってください。

① 参加料

② 事務手数料（エントリー手数料）

③ 愛城ランナー申込料

10,000円（1人あたり）

      500円（1人あたり）

      500円（申し込まれる方のみ）

■ ランナー受付
　ランナー受付は行いません。大会約1週間前に参加案内、ナンバー
　カード、参加賞等を送付します。

■ 招集・スタート整列
　ファミリー、小学生 ： 種目ごとに設定する招集時間内に招集を受け、
　　　　　　　　　ナンバーカードの番号順に整列（椅子に着席）
　　　　　　　　　してください。その後、スタッフがスタートライン
　　　　　　　　　まで誘導します。
　　　　　　　　　 ※ナンバーカードの番号は抽選で決定します。
　　　　　　5km  ： 整列開始時刻以降に、先着順で整列してください。

■ 表彰
　 ファミリー ： 各組1～8位（男女区別なし）
　小 学 生  ： 学年男女別各1～8位
　　　5km  ： ①総　合  男女各1～8位
　　　　　　②年代別  男女各1～3位
      （19歳以下、20歳台、30歳台、40歳台、50歳台、60歳台、70歳以上）
　※表彰はグロスタイムで行います。
　※②年代別表彰は、①総合表彰対象者を除きます。
　※②年代別表彰の表彰式は行いません。賞状は後日お送りします。

■ 完走証
　  　当日に主催者が発行する完走証をお渡しします。
　※制限時間内に完走された方のみ

■ 参加賞
　記念フェイスタオル

■ 臨時駐車場
　 就学前の方を対象としたファミリーと小学生種目については、参加
　者用臨時駐車場を設けます。
　（1）場所 ： ①姫路市中央卸売市場（姫路市延末295番地）
　　　　　 ②姫路市役所立体駐車場（姫路市安田四丁目1番地）
　

　
　（2）駐車料金 ： 無料
　（3）駐車可能日時 ： 平成29年2月26日（日）　6:30～16:00
　　※参加申し込み時に希望された方のみとなります。
　　　後日の希望は受付できません。
　　※場所①、②の指定はできません。
　　※1人（ファミリーは1組）1台、普通車又は軽自動車に限ります。
　　※駐車可能台数に限りがあるため、申し込み多数の場合は抽選
　　　により決定します。
　　※会場や最寄り駅までのシャトルバス等の運行はありません。
　　　 公共交通機関又は徒歩にてご来場ください。
　（4）各駐車場から会場までの距離、所要時間

①

②姫路市役所立体駐車場

N

バス停

①

②

1.4

！ の項目は2016大会から変更があります。

　 ※登録の部に申し込まれる方は対象外です。
　※ニックネームではなく、本名（申し込み時に入力いただいた氏名）となります。

■ ペア
　家族や友人など、ペア（2人）で申し込みできます。抽選の場合は、
　 2人同時に当選か落選となります。
　※参加料、事務手数料は2人分必要です。
　※申し込みの際には、ペア相手の方の住所、連絡先などの情報
　　も必要になります。
　※ペア申し込み後に、ペア相手の方のキャンセルや、入れ替えを
　　することはできません。

■ ランナー受付
　（1）日時 ： 2017年（平成29年）2月25日（土）　10:00～20:00
　（2）場所 ： イーグレひめじ（姫路市本町68番地290）
　 　※大会約1ヶ月前に参加案内、ナンバーカード引換証等を送付します。
　　 ※ランナー受付を行わないと出走できません。なお、大会当日
　　　（2月26日（日））及び上記時間帯以外の受付は行いません。
　　　※受付時に本人確認書類（運転免許証等。原本に限る）による
　　　　本人確認を行います。
　　　※受付にはランナー本人がお越しください。
　　　（やむを得ない場合は、代理受付対応も行います。）
　　　※受付に伴走者の方の同行は不要ですが、受付時に伴走者
　　　　の方の情報を登録していただきます。
　　　※ペア申し込みの方も、各自受付が必要です。

■ スタート整列
　日本陸連登録の有無に関わらず、申し込み時の申告タイムを参考にして、
　スタート整列ブロックを指定します。（タイムが未申告の場合は、最
　後尾の整列ブロックとします。）整列開始時刻以降に、指定ブロック
　内で先着順に整列してください。
　※ペア申し込みでも、別々のスタート整列ブロックになることがあります。

■ 表彰
　 ①総　合  男女各1～8位
　②年代別  男女各1～3位
         （29歳以下、30歳台、40歳台、50歳台、60歳台、70歳以上）
　※表彰はグロスタイムで行います。
　※②年代別表彰は、①総合表彰対象者を除きます。
　※②年代別表彰の表彰式は行いません。賞状は後日お送りします。

■ 完走証
　  　当日に主催者が発行する完走証をお渡しします。
　※制限時間内に完走された方のみ

■ 完走賞
　  　完走者には、完走メダルとフィニッシャータオルを贈呈します。

■ 参加賞
　 記念Ｔシャツ
　 ※申し込み時にＴシャツサイズが未申告の場合は、男性はＭ、 
　　 女性はＳとさせていただきます。
　　※申し込み後のサイズ変更はできません。

■ 生涯現役賞
　 　70歳以上の完走者には、後日記念品をお送りします。

■ 開催日時
　2017年（平成29年）2月26日（日）　9:00  スタート　　15:00  終了
■ 競技規則
　2016年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会の規定により行います。
■ ランナーストップについて
　大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、スタッフの指示により走
　行を停止していただく場合や、ランナーに併走して緊急車両や大会車両（自転
　車含む）が通行する場合があります。 
■ 個人情報について
　  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
　関連法令等を遵守し、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、抽選、参加案内、ナンバー
　カード、記録、関連情報の通知、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの
　提供、大会中の応急処置、記録発表（ランキング等）に利用いたします。
　※主催者又は委託先から、大会運営上必要な確認連絡をすることがあります。

■ その他
　（1）大会参加に際しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診
　　　する等、体調には万全の配慮をした上で参加してください。
　（2）姫路城周辺、大手前通り及び姫路駅北駅前広場周辺は路上喫煙禁止
　　　区域及び美化強化区域です。区域内で路上喫煙（灰皿設置場所を除く）
　　　を行った場合は、千円の過料が科せられます。また、空き缶やごみの「ポイ
　　　捨て」には2万円以下の罰金が科せられます。
　（3）桜門橋、大手門は走路となりますので、ランナー及び大会関係者以外
　　　は通行できません。
　（4）本大会は国内の関連する全ての法令を遵守し、申込規約の他、大会
　　 規定に則って開催します。

※年齢は、2017年（平成29年）2月26日時点のものとします。
※障害のある方（身体障害者手帳又は療育手帳等をお持ちの方）で
　単独走行が困難な方は伴走者1名をつけることができます。
　（伴走者の途中交代は認めません。また、盲導犬の伴走はできません。）
※コースには狭い箇所や高低差のある箇所がありますので、車いすや
　ベビーカーでの参加はできません。
※制限時間は号砲を基準とします。
※制限時間を超えた場合には、競技を中止していただく場合があります。

■ コース
　大手前通りをスタートし、姫路城三の丸広場をフィニッシュとする
　コース　（日本陸上競技連盟公認コース）

■ 種目、スタート時刻、定員、制限時間、参加料

■ 参加資格
　1998年（平成10年）4月1日以前に生まれた方
　 ❶登録の部　2016年度日本陸上競技連盟登録競技者
　 ❷一般の部　日本陸上競技連盟未登録者等
　※❶❷共に、本大会が推薦する国内・国外の競技者を含み、5時 
　　間50分以内に完走できる方
　※障害のある方（身体障害者手帳又は療育手帳等をお持ちの方）で
　　単独走行が困難な方は伴走者1名をつけることができます。
　　（伴走者の途中交代は認めません。また、盲導犬の伴走はできません。）
　※コースには狭い箇所や高低差のある箇所がありますので、車いすで
　　の参加はできません。

■ 参加申し込み
（1）方法 ： インターネット（http://www.himeji-marathon.jp/）
　 ※パソコンのほかスマートフォンでもお申し込みが可能です。
　　ただし一部の機種やブラウザ、通信環境によって正常に
　　 動作しない場合もございます。その場合はパソコンをご利用
　　ください。なお、郵便振替による申し込みは行いません。
（2）期間 ： 2016年（平成28年）7月26日（火）10：00から　　　　
　　　　　2016年（平成28年）8月31日（水）17：00まで
（3）参加者の決定 ： 定員を超えた場合は抽選
（4）結果通知：9月下旬までに、RUNNETのMyページ内にて当落発表 
　  を行います。また、あわせてメールでも当落結果の通知を行う予定です。
（5）参加料入金 ： 結果通知後、指定期日までに参加料等を入金して
　　ください。入金がない場合は、参加決定が無効になります。
ア ： 入金額（①+②+③）

イ ： 入金方法
　　インターネット上でのクレジットカード決済又はコンビニでの決済

■ 姫路城の保存・継承について
　  姫路城の保存・継承を目的とした「愛城ランナー」を募集します。
　「愛城ランナー」（申込料500円）には、胸用、背中用ともに、氏名入り 
　 のナンバーカードを用意します。なお、500円は、ナンバーカード作成
　経費を除き、姫路城の保存・継承のために活用させていただきます。

■ 大会名称
　世界遺産姫路城マラソン2017
　（英文名 ： WORLD HERITAGE HIMEJI CASTLE MARATHON 2017）

■ 主催
　姫路市、（一財）兵庫陸上競技協会
■ 共催
　（一財）姫路市まちづくり振興機構、神戸新聞社
■ 企画運営
　世界遺産姫路城マラソン実行委員会
■ 後援
　近畿陸上競技協会／兵庫県教育委員会／姫路市教育委員会（以下、五十音順）
　NHK神戸放送局・姫路支局／大手前通り街づくり協議会／（株）サン 
　テレビジョン／山陽電気鉄道（株）／神姫バス（株）／西日本旅客鉄道（株）／
　西播磨地区公立高等学校長会／（公社）姫路観光コンベンションビューロー／
　姫路経営者協会／姫路ケーブルテレビ（株）／（一社）姫路市医師会／
　（社福）姫路市社会福祉協議会／姫路市商工会／姫路市商店街連合会／
　姫路市スポーツ推進委員会／姫路市体育協会／（株）姫路シティFM21／
　姫路商工会議所／姫路市連合自治会／姫路市連合婦人会／姫路市老
　人クラブ連合会／（公社）姫路青年会議所／姫路ホテル協議会／姫路旅館
　ホテル生活衛生同業組合／（公社）兵庫県看護協会／兵庫県消防協会姫
　路市支部／兵庫県私立中学高等学校連合会／（一社)兵庫県タクシー協
　会姫路支部／兵庫県トラック協会西播支部／（株）ラジオ関西
　（平成28年6月末現在）
■ 主管
　姫路市陸上競技協会

■ コース
　 1km、1.5km、2kmは城南線を、5kmは大手前通りをスタートし、
　いずれも姫路城三の丸広場をフィニッシュとするコース

■ 種目、スタート時刻、定員、制限時間、参加料

■ 参加申し込み
（1）方法 ： インターネット（http://www.himeji-marathon.jp/）
　 ※パソコンのほかスマートフォンでもお申し込みが可能です。
　　ただし一部の機種やブラウザ、通信環境によって正常に
　　 動作しない場合もございます。その場合はパソコンをご利用
　　ください。なお、郵便振替による申し込みは行いません。
（2）期間 ： 2016年（平成28年）7月26日（火）10：00から　　　　
　　　　　2016年（平成28年）8月31日（水）17：00まで
（3）参加者の決定 ： 定員を超えた場合は抽選
（4）結果通知 ： 9月下旬までに、RUNNETのMyページ内にて当落発表
　を行います。また、あわせてメールでも当落結果の通知を行う予定です。
（5）参加料入金 ： 結果通知後、指定期日までに参加料等を入金して
　　ください。入金がない場合は、参加決定が無効になります。
ア ： 入金額（①+②）

イ ： 入金方法
　　インターネット上でのクレジットカード決済又はコンビニでの決済

■ 市民枠
　ファミリーの部に、姫路市内に在住又は在学・在園している方を
　対象とした市民枠（300組（600人））を設けます。対象者のみで
　市民枠の先行抽選を行い、先行抽選で落選した方は、引き続き、
　市外の方と合わせて残り180組（360人）の抽選になります。
　なお、市民枠の申し込みに特別な手続きは必要ありません。

ファミリー
（満4～6歳の未就学児と
18歳以上のペア）

1km

5km

1.5km

1.5km

1.5km

1.5km

1.5km

1.5km

2km

2km

2km

2km

2km

2km

10分

40分

15分

15分

15分

15分

15分

15分

20分

20分

20分

20分

20分

20分

3,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

A組  9：05
B組  9：10
C組  9：15
D組  9：20

4,000円
（1組あたり）

9：20

9：55

9：58

10：01

10：06

10：09

10：12

10：17

10：20

10：23

10：28

10：31

10：34

480組
（960人）

1,000人

190人

190人

190人

190人

190人

190人

160人

160人

190人

160人

160人

190人

5km（中学生以上）

小学3年生男子

小学2年生男子

小学1年生男子

小学3年生女子

小学2年生女子

小学1年生女子

小学6年生男子

小学5年生男子

小学4年生男子

小学6年生女子

小学5年生女子

小学4年生女子

種目（参加資格） 距離 制限
時間定員 参加料スタート時刻

（予定）

身長

胸囲

165cm
88cm
85-91cm

170cm
92cm
89-95cm

175cm
96cm
93-99cm

180cm
100cm
97-103cm

185cm
104cm
101-107cm

サイズ S M L O XO
マラソン参加賞 Tシャツサイズ（JASPO規格）

！

！

！

①参加料

②事務手数料（エントリー手数料）

ファミリー　4,000円（1組）
小学生　　 2,000円
5km　　     3,000円

200円

世界遺産姫路城マラソン2017の参加は、（株）アールビーズが所有及び運営するウェブサイト『RUNNET』よりお申し込みいただくことになります。
お申し込みにはRUNNETの会員登録（無料）が必要です。世界遺産姫路城マラソン2017の募集要項とは別に、RUNNET会員の利用規約をよくお読みになった上で、
お申し込みください。

マラソン
（42.195km） 7,000人9：00 6時間❶登録の部

❷一般の部
10,000円

（1人あたり）

種目（距離） 部門 スタート時刻 制限時間 参加料定員

第1関門
第2関門
第3関門
第4関門
第5関門
第6関門
第7関門
第8関門
第9関門
フィニッシュ

5.2km
10.2km
15.5km
21.8km
26.8km
29.8km
35.6km
38.2km
39.6km

42.195km

安室小学校
セブンイレブン姫路夢前町置本店
古知小学校
宮置橋東詰
横関公園
川西台第一公園
夢前台第七公園
安室小学校
辻井交差点
フィニッシュゲート（姫路城三の丸広場）

9：55
10：36
11：20
12：12
12：54
13：19
14：08
14：28
14：40
15：00

No. 距離 収容関門 閉鎖時刻

！

※定員には、アスリート枠（1,000人）、海外枠（150人）、ボランティア
　出走枠を含みます。
　アスリート枠の詳細は、左ページをご覧ください。
※制限時間は号砲を基準とします。
※円滑な一般交通と競技運営のため、コース途中に収容関門（下
　表のとおり）を設け閉鎖時刻を定めます。関門閉鎖後に競技を
　続行することはできません。また、収容関門以外でも著しく遅れた
　場合には競技を中止していただきます。

アスリート枠申込者のみで先行抽選を行い、先行抽選で落選した方は
通常の抽選に回ります。
※ベストタイムは、2014年（平成26年）7月～2016年（平成28年） 
　6月の2年間で、日本陸上競技連盟公認大会において記録された
　マラソン（42.195km）のグロスタイム（スタート号砲からフィニッ
　シュまでの時間）とします。
※❶登録の部、❷一般の部は問いません。
※ペア申し込みはできません。

※書類の余白又は裏面に、必ず、住所、氏名（ふりがな）、電話番号 
　を記入してください。
※郵送は、2016年（平成28年）8月31日（水）消印有効とします。
※送付書類は返却しませんので、原本はご遠慮ください。
※申し込み内容について、主催者又は委託先から確認連絡をする
　ことがあります。
※アスリート枠の申し込みが完了されていない場合は、先行抽選の
　対象にはなりません。（通常の抽選となります。）

アスリート枠申し込み方法

RUNNETで入力中に表示される「アスリート枠への申し込み」
項目で、「アスリート枠に申し込みする」を選択する。

基準を満たした記録が確認できる書類（記録証、完走証等の
コピー）を、「世界遺産姫路城マラソン実行委員会事務局」
（〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地）へ郵送する。

STEP
1

STEP
2

■ アスリート枠 New!

協賛ロゴ

協賛ロゴ

協賛ロゴ

協賛ロゴ

（胸用イメージ） （背中用イメージ）

スタート会場

2017 世界遺産姫路城マラソン 募集要項　巻き三つ折り 628×297mm（仕上がりA4） 谷折谷折

募集要項（共通） マ ラ ソ ン ファンラン

男子3時間30分以内、女子4時間以内のベストタイムを
持つ方を対象としたアスリート枠（1,000人）を設けます！



申込規約　　募集要項を熟読し、申込規約に同意の上、お申し込みください。

（1）未成年者は必ず保護者の同意を、ペア申し込みは相手方の承諾を得て参加申し
　込みを行ってください。
（2）同一人物の重複申し込み（個人とペア、複数のペア、マラソンとファンランなど、種目や
　種別が異なる場合も含む）、氏名、年齢、性別、住所、記録等の虚偽申告は落選とします。
（3）電話、メール等による申込状況・抽選結果の問い合わせ・照会はお受けできません。
（4）ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによる申し込み不能、インターネット機器・回線の
　不具合による申し込みの遅れについて、主催者は責任を負いません。
（5）申し込み手続き後の自己都合による種目変更や登録内容変更、修正、キャンセルは
　できません。また、不参加の場合でも参加料の返金はいたしません。
（6）過剰入金、重複入金の返金はいたしません。
（7）ご登録いただいたメールアドレス不備での抽選結果等のメールの不着・未着につい
　ては、再確認はいたしません。また、メールの受信設定やセキュリティソフトの設定により、
　メールが受信できなかったり、迷惑メールに分類される場合がありますが、それに伴う不
　利益が生じても主催者は責任を負いません。
（8）出場権の権利譲渡等による申込者本人以外の出走（代理出走）は認めません。

（ 9 ）地震、風水害、荒天、積雪、事件、事故、疫病、テロ、爆破予告ほか、主催者の責に
　　よらない事由による開催中止・縮小の場合、参加料・手数料・愛城ランナー申込料
　　の返金はいたしません。
（10）大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者は責任を負いません。
（11）顔やナンバーカードが隠れる、他の方に危険が及ぶ、迷惑・不快に感じる服装や仮
　　装は禁止とします。
（12）大会会場（コース上も含む）において、広告目的で企業名・商品名等を意味する
　　図案及び商標等、広告的なものを身につけたり表示することはできません。
（13）疾病や紛失、競技中の事故については、応急処置のみ行い、それ以上の処置
　　及び責任は負いかねます。なお、大会開催中の事故、傷病への補償は主催者が
　　加入した保険の見舞金の範囲内になります。
（14）参加者の氏名・年齢・性別・住所（国名、都道府県名又は市区町村名）・記録・肖像
　　等の個人情報を、テレビ、新聞、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、掲載権と使用権は主催者に帰属します。
（15）主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行うことがあります。
（16）その他、大会に関する事項については主催者の指示に従ってください。

① 参加料

② 事務手数料（エントリー手数料）

③ 愛城ランナー申込料

10,000円（1人あたり）

      500円（1人あたり）

      500円（申し込まれる方のみ）

■ ランナー受付
　ランナー受付は行いません。大会約1週間前に参加案内、ナンバー
　カード、参加賞等を送付します。

■ 招集・スタート整列
　ファミリー、小学生 ： 種目ごとに設定する招集時間内に招集を受け、
　　　　　　　　　ナンバーカードの番号順に整列（椅子に着席）
　　　　　　　　　してください。その後、スタッフがスタートライン
　　　　　　　　　まで誘導します。
　　　　　　　　　 ※ナンバーカードの番号は抽選で決定します。
　　　　　　5km  ： 整列開始時刻以降に、先着順で整列してください。

■ 表彰
　 ファミリー ： 各組1～8位（男女区別なし）
　小 学 生  ： 学年男女別各1～8位
　　　5km  ： ①総　合  男女各1～8位
　　　　　　②年代別  男女各1～3位
      （19歳以下、20歳台、30歳台、40歳台、50歳台、60歳台、70歳以上）
　※表彰はグロスタイムで行います。
　※②年代別表彰は、①総合表彰対象者を除きます。
　※②年代別表彰の表彰式は行いません。賞状は後日お送りします。

■ 完走証
　  　当日に主催者が発行する完走証をお渡しします。
　※制限時間内に完走された方のみ

■ 参加賞
　記念フェイスタオル

■ 臨時駐車場
　 就学前の方を対象としたファミリーと小学生種目については、参加
　者用臨時駐車場を設けます。
　（1）場所 ： ①姫路市中央卸売市場（姫路市延末295番地）
　　　　　 ②姫路市役所立体駐車場（姫路市安田四丁目1番地）
　

　
　（2）駐車料金 ： 無料
　（3）駐車可能日時 ： 平成29年2月26日（日）　6:30～16:00
　　※参加申し込み時に希望された方のみとなります。
　　　後日の希望は受付できません。
　　※場所①、②の指定はできません。
　　※1人（ファミリーは1組）1台、普通車又は軽自動車に限ります。
　　※駐車可能台数に限りがあるため、申し込み多数の場合は抽選
　　　により決定します。
　　※会場や最寄り駅までのシャトルバス等の運行はありません。
　　　 公共交通機関又は徒歩にてご来場ください。
　（4）各駐車場から会場までの距離、所要時間

①

②姫路市役所立体駐車場

N

バス停

①

②

1.4

！ の項目は2016大会から変更があります。

　 ※登録の部に申し込まれる方は対象外です。
　※ニックネームではなく、本名（申し込み時に入力いただいた氏名）となります。

■ ペア
　家族や友人など、ペア（2人）で申し込みできます。抽選の場合は、
　 2人同時に当選か落選となります。
　※参加料、事務手数料は2人分必要です。
　※申し込みの際には、ペア相手の方の住所、連絡先などの情報
　　も必要になります。
　※ペア申し込み後に、ペア相手の方のキャンセルや、入れ替えを
　　することはできません。

■ ランナー受付
　（1）日時 ： 2017年（平成29年）2月25日（土）　10:00～20:00
　（2）場所 ： イーグレひめじ（姫路市本町68番地290）
　 　※大会約1ヶ月前に参加案内、ナンバーカード引換証等を送付します。
　　 ※ランナー受付を行わないと出走できません。なお、大会当日
　　　（2月26日（日））及び上記時間帯以外の受付は行いません。
　　　※受付時に本人確認書類（運転免許証等。原本に限る）による
　　　　本人確認を行います。
　　　※受付にはランナー本人がお越しください。
　　　（やむを得ない場合は、代理受付対応も行います。）
　　　※受付に伴走者の方の同行は不要ですが、受付時に伴走者
　　　　の方の情報を登録していただきます。
　　　※ペア申し込みの方も、各自受付が必要です。

■ スタート整列
　日本陸連登録の有無に関わらず、申し込み時の申告タイムを参考にして、
　スタート整列ブロックを指定します。（タイムが未申告の場合は、最
　後尾の整列ブロックとします。）整列開始時刻以降に、指定ブロック
　内で先着順に整列してください。
　※ペア申し込みでも、別々のスタート整列ブロックになることがあります。

■ 表彰
　 ①総　合  男女各1～8位
　②年代別  男女各1～3位
         （29歳以下、30歳台、40歳台、50歳台、60歳台、70歳以上）
　※表彰はグロスタイムで行います。
　※②年代別表彰は、①総合表彰対象者を除きます。
　※②年代別表彰の表彰式は行いません。賞状は後日お送りします。

■ 完走証
　  　当日に主催者が発行する完走証をお渡しします。
　※制限時間内に完走された方のみ

■ 完走賞
　  　完走者には、完走メダルとフィニッシャータオルを贈呈します。

■ 参加賞
　記念Ｔシャツ
　 ※申し込み時にＴシャツサイズが未申告の場合は、男性はＭ、 
　　 女性はＳとさせていただきます。
　　※申し込み後のサイズ変更はできません。

■ 生涯現役賞
　 　70歳以上の完走者には、後日記念品をお送りします。

■ 開催日時
　2017年（平成29年）2月26日（日）　9:00  スタート　　15:00  終了
■ 競技規則
　2016年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会の規定により行います。
■ ランナーストップについて
　大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、スタッフの指示により走
　行を停止していただく場合や、ランナーに併走して緊急車両や大会車両（自転
　車含む）が通行する場合があります。 
■ 個人情報について
　  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
　関連法令等を遵守し、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、抽選、参加案内、ナンバー
　カード、記録、関連情報の通知、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの
　提供、大会中の応急処置、記録発表（ランキング等）に利用いたします。
　※主催者又は委託先から、大会運営上必要な確認連絡をすることがあります。

■ その他
　（1）大会参加に際しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診
　　　する等、体調には万全の配慮をした上で参加してください。
　（2）姫路城周辺、大手前通り及び姫路駅北駅前広場周辺は路上喫煙禁止
　　　区域及び美化強化区域です。区域内で路上喫煙（灰皿設置場所を除く）
　　　を行った場合は、千円の過料が科せられます。また、空き缶やごみの「ポイ
　　　捨て」には2万円以下の罰金が科せられます。
　（3）桜門橋、大手門は走路となりますので、ランナー及び大会関係者以外
　　　は通行できません。
　（4）本大会は国内の関連する全ての法令を遵守し、申込規約の他、大会
　　 規定に則って開催します。

※年齢は、2017年（平成29年）2月26日時点のものとします。
※障害のある方（身体障害者手帳又は療育手帳等をお持ちの方）で
　単独走行が困難な方は伴走者1名をつけることができます。
　（伴走者の途中交代は認めません。また、盲導犬の伴走はできません。）
※コースには狭い箇所や高低差のある箇所がありますので、車いすや
　ベビーカーでの参加はできません。
※制限時間は号砲を基準とします。
※制限時間を超えた場合には、競技を中止していただく場合があります。

■ コース
　大手前通りをスタートし、姫路城三の丸広場をフィニッシュとする
　コース　（日本陸上競技連盟公認コース）

■ 種目、スタート時刻、定員、制限時間、参加料

■ 参加資格
　1998年（平成10年）4月1日以前に生まれた方
　 ❶登録の部　2016年度日本陸上競技連盟登録競技者
　❷一般の部　日本陸上競技連盟未登録者等
　※❶❷共に、本大会が推薦する国内・国外の競技者を含み、5時 
　　間50分以内に完走できる方
　※障害のある方（身体障害者手帳又は療育手帳等をお持ちの方）で
　　単独走行が困難な方は伴走者1名をつけることができます。
　　（伴走者の途中交代は認めません。また、盲導犬の伴走はできません。）
　※コースには狭い箇所や高低差のある箇所がありますので、車いすで
　　の参加はできません。

■ 参加申し込み
（1）方法 ： インターネット（http://www.himeji-marathon.jp/）
　 ※パソコンのほかスマートフォンでもお申し込みが可能です。
　　ただし一部の機種やブラウザ、通信環境によって正常に
　　 動作しない場合もございます。その場合はパソコンをご利用
　　ください。なお、郵便振替による申し込みは行いません。
（2）期間 ： 2016年（平成28年）7月26日（火）10：00から　　　　
　　　　　2016年（平成28年）8月31日（水）17：00まで
（3）参加者の決定 ： 定員を超えた場合は抽選
（4）結果通知：9月下旬までに、RUNNETのMyページ内にて当落発表 
　  を行います。また、あわせてメールでも当落結果の通知を行う予定です。
（5）参加料入金 ： 結果通知後、指定期日までに参加料等を入金して
　　ください。入金がない場合は、参加決定が無効になります。
ア ： 入金額（①+②+③）

イ ： 入金方法
　　インターネット上でのクレジットカード決済又はコンビニでの決済

■ 姫路城の保存・継承について
　  姫路城の保存・継承を目的とした「愛城ランナー」を募集します。
　「愛城ランナー」（申込料500円）には、胸用、背中用ともに、氏名入り 
　 のナンバーカードを用意します。なお、500円は、ナンバーカード作成
　経費を除き、姫路城の保存・継承のために活用させていただきます。

■ 大会名称
　世界遺産姫路城マラソン2017
　（英文名 ： WORLD HERITAGE HIMEJI CASTLE MARATHON 2017）

■ 主催
　姫路市、（一財）兵庫陸上競技協会
■ 共催
　（一財）姫路市まちづくり振興機構、神戸新聞社
■ 企画運営
　世界遺産姫路城マラソン実行委員会
■ 後援
　近畿陸上競技協会／兵庫県教育委員会／姫路市教育委員会（以下、五十音順）
　NHK神戸放送局・姫路支局／大手前通り街づくり協議会／（株）サン 
　テレビジョン／山陽電気鉄道（株）／神姫バス（株）／西日本旅客鉄道（株）／
　西播磨地区公立高等学校長会／（公社）姫路観光コンベンションビューロー／
　姫路経営者協会／姫路ケーブルテレビ（株）／（一社）姫路市医師会／
　（社福）姫路市社会福祉協議会／姫路市商工会／姫路市商店街連合会／
　姫路市スポーツ推進委員会／姫路市体育協会／（株）姫路シティFM21／
　姫路商工会議所／姫路市連合自治会／姫路市連合婦人会／姫路市老
　人クラブ連合会／（公社）姫路青年会議所／姫路ホテル協議会／姫路旅館
　ホテル生活衛生同業組合／（公社）兵庫県看護協会／兵庫県消防協会姫
　路市支部／兵庫県私立中学高等学校連合会／（一社)兵庫県タクシー協
　会姫路支部／兵庫県トラック協会西播支部／（株）ラジオ関西
　（平成28年6月末現在）
■ 主管
　姫路市陸上競技協会

■ コース
　 1km、1.5km、2kmは城南線を、5kmは大手前通りをスタートし、
　いずれも姫路城三の丸広場をフィニッシュとするコース

■ 種目、スタート時刻、定員、制限時間、参加料

■ 参加申し込み
（1）方法 ： インターネット（http://www.himeji-marathon.jp/）
　 ※パソコンのほかスマートフォンでもお申し込みが可能です。
　　ただし一部の機種やブラウザ、通信環境によって正常に
　　 動作しない場合もございます。その場合はパソコンをご利用
　　ください。なお、郵便振替による申し込みは行いません。
（2）期間 ： 2016年（平成28年）7月26日（火）10：00から　　　　
　　　　　2016年（平成28年）8月31日（水）17：00まで
（3）参加者の決定 ： 定員を超えた場合は抽選
（4）結果通知 ： 9月下旬までに、RUNNETのMyページ内にて当落発表
　を行います。また、あわせてメールでも当落結果の通知を行う予定です。
（5）参加料入金 ： 結果通知後、指定期日までに参加料等を入金して
　　ください。入金がない場合は、参加決定が無効になります。
ア ： 入金額（①+②）

イ ： 入金方法
　　インターネット上でのクレジットカード決済又はコンビニでの決済

■ 市民枠
　ファミリーの部に、姫路市内に在住又は在学・在園している方を
　対象とした市民枠（300組（600人））を設けます。対象者のみで
　市民枠の先行抽選を行い、先行抽選で落選した方は、引き続き、
　市外の方と合わせて残り180組（360人）の抽選になります。
　なお、市民枠の申し込みに特別な手続きは必要ありません。

ファミリー
（満4～6歳の未就学児と
18歳以上のペア）

1km

5km

1.5km

1.5km

1.5km

1.5km

1.5km

1.5km

2km

2km

2km

2km

2km

2km

10分

40分

15分

15分

15分

15分

15分

15分

20分

20分

20分

20分

20分

20分

3,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

A組  9：05
B組  9：10
C組  9：15
D組  9：20

4,000円
（1組あたり）

9：20

9：55

9：58

10：01

10：06

10：09

10：12

10：17

10：20

10：23

10：28

10：31

10：34

480組
（960人）

1,000人

190人

190人

190人

190人

190人

190人

160人

160人

190人

160人

160人

190人

5km（中学生以上）

小学3年生男子

小学2年生男子

小学1年生男子

小学3年生女子

小学2年生女子

小学1年生女子

小学6年生男子

小学5年生男子

小学4年生男子

小学6年生女子

小学5年生女子

小学4年生女子

種目（参加資格） 距離 制限
時間定員 参加料スタート時刻

（予定）

身長

胸囲

165cm
88cm
85-91cm

170cm
92cm
89-95cm

175cm
96cm
93-99cm

180cm
100cm
97-103cm

185cm
104cm
101-107cm

サイズ S M L O XO
マラソン参加賞 Tシャツサイズ（JASPO規格）

！

！

！

①参加料

②事務手数料（エントリー手数料）

ファミリー　4,000円（1組）
小学生　　 2,000円
5km　　     3,000円

200円

世界遺産姫路城マラソン2017の参加は、（株）アールビーズが所有及び運営するウェブサイト『RUNNET』よりお申し込みいただくことになります。
お申し込みにはRUNNETの会員登録（無料）が必要です。世界遺産姫路城マラソン2017の募集要項とは別に、RUNNET会員の利用規約をよくお読みになった上で、
お申し込みください。

マラソン
（42.195km） 7,000人9：00 6時間❶登録の部

❷一般の部
10,000円

（1人あたり）

種目（距離） 部門 スタート時刻 制限時間 参加料定員

第1関門
第2関門
第3関門
第4関門
第5関門
第6関門
第7関門
第8関門
第9関門
フィニッシュ

5.2km
10.2km
15.5km
21.8km
26.8km
29.8km
35.6km
38.2km
39.6km

42.195km

安室小学校
セブンイレブン姫路夢前町置本店
古知小学校
宮置橋東詰
横関公園
川西台第一公園
夢前台第七公園
安室小学校
辻井交差点
フィニッシュゲート（姫路城三の丸広場）

9：55
10：36
11：20
12：12
12：54
13：19
14：08
14：28
14：40
15：00

No. 距離 収容関門 閉鎖時刻

！

※定員には、アスリート枠（1,000人）、海外枠（150人）、ボランティア
　出走枠を含みます。
　アスリート枠の詳細は、左ページをご覧ください。
※制限時間は号砲を基準とします。
※円滑な一般交通と競技運営のため、コース途中に収容関門（下
　表のとおり）を設け閉鎖時刻を定めます。関門閉鎖後に競技を
　続行することはできません。また、収容関門以外でも著しく遅れた
　場合には競技を中止していただきます。

アスリート枠申込者のみで先行抽選を行い、先行抽選で落選した方は
通常の抽選に回ります。
※ベストタイムは、2014年（平成26年）7月～2016年（平成28年） 
　6月の2年間で、日本陸上競技連盟公認大会において記録された
　マラソン（42.195km）のグロスタイム（スタート号砲からフィニッ
　シュまでの時間）とします。
※❶登録の部、❷一般の部は問いません。
※ペア申し込みはできません。

※書類の余白又は裏面に、必ず、住所、氏名（ふりがな）、電話番号 
　を記入してください。
※郵送は、2016年（平成28年）8月31日（水）消印有効とします。
※送付書類は返却しませんので、原本はご遠慮ください。
※申し込み内容について、主催者又は委託先から確認連絡をする
　ことがあります。
※アスリート枠の申し込みが完了されていない場合は、先行抽選の
　対象にはなりません。（通常の抽選となります。）

アスリート枠申し込み方法

RUNNETで入力中に表示される「アスリート枠への申し込み」
項目で、「アスリート枠に申し込みする」を選択する。

基準を満たした記録が確認できる書類（記録証、完走証等の
コピー）を、「世界遺産姫路城マラソン実行委員会事務局」
（〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地）へ郵送する。

STEP
1

STEP
2

■ アスリート枠 New!

協賛ロゴ

協賛ロゴ

協賛ロゴ

協賛ロゴ

（胸用イメージ） （背中用イメージ）

スタート会場

2017 世界遺産姫路城マラソン 募集要項　巻き三つ折り 628×297mm（仕上がりA4） 谷折谷折

募集要項（共通） マ ラ ソ ン ファンラン

男子3時間30分以内、女子4時間以内のベストタイムを
持つ方を対象としたアスリート枠（1,000人）を設けます！



開催日 ： 2月25日（土）、26日（日）
場　所 ： 大手前公園
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マラソンコース

世界遺産姫路城マラソン祭

大会協賛企業ブースや、
はりまのうまいもんが勢揃い。
各種ステージイベントも開催。

ファンランコース

姫路城は平成5年12月、奈良
の法隆寺とともに、日本で初の
世界文化遺産となりました。
白漆喰塗りの城壁や5層6階
地下1階の大天守と東、西、乾
の小天守が渡櫓で連結された
連立式天守が特徴で、シラサ
ギが羽を広げたような優美な
姿から「白鷺城」の愛称で親し
まれています。
慶長14（1609）年に築城され、
2009年から2015年まで行われ
た大天守の保存修理工事など
を経て、400年以上が経過した
現在でも、その美しい姿を伝え
ています。

室町時代の雄、赤松氏の居城跡。山城として
は播磨屈指の規模で今は石垣等が残ります。
麓を過ぎると間もなく中間地点です。

30km付近から約5kmほど夢前川の
両岸のサイクリングロードを走ります。
少し狭くなりますが、熱烈な応援が
ランナーを後押ししてくれます。

播磨の奥座敷として有名な塩田温泉郷。
塩田の交差点を右折すると、夢前川左岸
沿いの緩い下り坂が続きます。

夢前川越しに書写山が見えます。
麓からロープウェイで山上に向かうと西の
比叡山といわれる西国27番札所の天台宗の
古寺「圓教寺」があります。ハリウッド映画
「ラストサムライ」や大河ドラマ「軍師官兵衛」
のロケ地にもなりました。

（おきしおじょうあと）

（イメージ）

東姫路駅

スタート

フィニッシュ

世界文化遺産 国宝姫路城

コースは一部変更になる場合があります。

香呂駅

溝口駅



世界遺産姫路城マラソンへは公共交通機関でお越しください。 マラソン会場周辺の公営駐車場は使用できません。
姫路城周辺の道路は渋滞が予想されます。自家用車等での送迎は固くお断りします。

■ 2月26日はノーマイカーデー

● 姫路駅より会場まで徒歩約15分
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姫路

東京・関東から
中部・北陸から

中国・四国から

九州から

京阪神から

お出かけには、マイカーの利用を
控え、公共交通機関のご利用を
お願いします。

■ 交通規制について
コース及びコース周辺の道路は
大規模な交通規制が行われます。
皆様のご理解、ご協力をお願い
します。

■ 路線バスの運行について
市内を走る路線バスは、当日、
交通規制の影響を受け、運休、
路線及びダイヤ変更の可能性
がありますので、最新の情報を
ご確認の上、ご利用ください。

大手前
地下駐車場

姫山駐車場

城の北
駐車場

大手門駐車場

大手前公園
地下駐車場 イーグレ

地下駐車場

↓至姫路駅

7：00頃～夕方 交通規制あり
三
宮

新神戸

山陽網干
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京都→↑和田山津山↑

新幹線
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電車
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←岡山

姫路 大
阪

■ 申し込みに関するお問い合わせ先

■ 申し込みから大会当日までの流れ ■ お知らせ

市民協賛にご協力を

■ 宿泊に関するお問い合わせ先

TEL.0570-001-178
世界遺産姫路城マラソン  エントリーセンター

世界遺産姫路城マラソン宿泊予約センター（近畿日本ツーリスト株式会社　トラベルサービスセンター西日本　世界遺産姫路城マラソン2017係）

〒550-8535 「世界遺産姫路城マラソン エントリーセンター」係 受付時間 ： 10：00～17：00（土・日・祝日も受付します。）
開設期間 ： 7月19日（火）～9月1日（木）

（郵送の場合、住所記載不要）

TEL : 06-6535-7971 FAX: 06-6535-8648　　MAIL : himejijo-marathon@gp.knt.co.jp　　受付時間 ： 10:00～17:00 （日本時間） （土・日・祝日を除きます。）
宿泊は右記のホームページにて受付けております。http://www.knt.co.jp/ec/2017/himejijo-marathon/index.html

■ 参加申し込み方法について

https://runnet.jp/help/runtes/answer_n65.html をご覧ください。

［9月下旬の当落結果発表日からの開局となります］

申し込み開始に合わせて、大会ホームページ（http://www.himeji-marathon.jp/）に掲載する「参加申し込みの手引き」もご参照ください。

参加申し込みの流れ

1 口 ： 1,000円
（1口につき、オリジナル姫革コインケース
　を1個進呈します。色は選べません。）

募集 ： 7月26日（火）〜

詳細は大会ホームページをご覧ください。1月下旬　　　　　参加案内
大会約1ヶ月前に、参加案内、ナンバーカード引換証を送付します。

マ ラ ソ ン

STEP 1 大会ホームページを経由又は直接RUNNETページヘ

RUNNET会員登録（登録済みの方はSTEP3へ）

RUNNETのユーザーIDとパスワードでログイン

参加を希望する種目を確認し、「エントリー」をクリック

画面左上の大会検索より、「世界遺産姫路城マラソン2017」を検索し、大会のエントリーページヘ

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

RUNNET会員登録には、メールアドレスが必要です。会員登録の詳しい流れは、
https://runnet.jp/member/regist/index.html をご覧ください。

STEP3とSTEP4は
順番が逆でもO.K.

以降は画面の表示に従ってお進みください。

2月下旬　　　　　参加案内
大会約1週間前に、参加案内、ナンバーカード等を送付します。

1月下旬　　　　　お知らせ
大会約1ヶ月前に、今後のスケジュール等のお知らせを送付します。

インターネットで10時から受付を開始します。
http://www.himeji-marathon.jp/

8月31日（水）　　申込締切 17時まで  ※定員を超えた場合は、抽選を行います。

9月下旬（予定）　　当落結果通知 RUNNETのMyページ内にて当落発表を行います。
また、あわせてメールでも当落結果の通知を行う予定です。

指定期日まで　　　参加料等入金 所定の方法で参加料等をお支払いください。

参 加 決 定

7月26日（火）　　申込受付開始

2月26日（日）      大会当日

世界遺産姫路城マラソン2017の開
催にあたり、市民協賛を募集します。
皆さまの温かいご支援をお願いします。

9：00  マラソンスタート／9：05  ファンランスタート

ランナー受付

ランナー受付にお越しください。ナンバーカード等をお渡しします。

2月25日（土）
10：00～20：00

ナンバーカード引換証、本人確認書類が必要です。
ランナー受付場所 ： イーグレひめじ
※大会当日は、ランナー受付を行いません。

ファンラン


