
開催日
2019年9月29日

会　場 ： 大石総合運動公園陸上競技場
　　　　（青森県六ヶ所村）
種　目 ：ハーフ／5km／3km

日

Rokkasho 
Energy Park Marathon

開催日 99月月月2299日 日

Energy Park Marathon

　　六ヶ所
エネルギーパーク
マラソン大会

第1回

日本ハーフマラソン
ランキング対象大会

■主催 ： 六ヶ所村、六ヶ所村教育委員会　■主管 ： 六ヶ所エネルギーパークマラソン大会実行委員会、（特非）六ヶ所村体育協会
■後援 ： （一社）六ヶ所村観光協会、六ヶ所村商工会、六ヶ所村文化振興公社　■お問い合わせ先 ： TEL.0175-73-7307

大会ホームページ http://rokkasho-energypark-marathon.jp/
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コース図 この大会の6つのお勧めポイント！

❶ 次世代エネルギーパークを眺めながら走ります！
❷ 六ヶ所村の豊かな自然と風景を楽しめます！
❸ 会場では、特産品等の出店販売あり！
❹ 参加賞は、ロングTシャツとシューズケース！
❺ 参加者全員を対象に、豪華抽選会を開催！
❻ 帰りはスパハウス「ろっかぽっか」でスッキリ！

申込期間

ゲストランナー

2019年4月22日（月）～
2019年8月21日（水）申込締切

2019年8月14日（水）消印有効振 替 用 紙

大会ホームページ

吉田香織吉田香織吉田香織吉田香織吉田香織吉田香織吉田香織さんさんさんさんさん

埼玉県坂戸市出身。高校卒業後、積水化
学・資生堂に実業団選手として7年間所属。
その後いくつかの市民ランニングクラブを経
て、現在はTEAM R×Lに所属、競技を続け
ながらマラソン普及に務めている。
自己ベストはフル2：28：24、ハーフ1：10：18。

（TEAM R×L所属）

新しいエネルギーと豊かな自然を感じながら駆け抜けよう！



ランナ
ーに嬉しい3つのサービス♪

◆開催日 ： 2019年9月29日（日）　※雨天決行
◆会　場 ： 大石総合運動公園陸上競技場（青森県六ヶ所村）
◆主　催 ： 六ヶ所村、六ヶ所村教育委員会
◆主　管 ： 六ヶ所エネルギーパークマラソン大会実行委員会、（特非）六ヶ所村体育協会
◆後　援 ： （一社）六ヶ所村観光協会、六ヶ所村商工会、六ヶ所村文化振興公社

◆参加者受付 ： 8:30～9:30
◆開 会 式 ： 10:00～
◆参加定員 ： 合計500名
◆参加資格 ： ①健康に自信があり、所定の距離を完走できる方。
　　　　　　②ハーフマラソンについては、高校生不可とします。
　　　　　　③3kmの中学生男女の参加については、保護者の承諾が必要となります。
　　　　　　④年齢区分は、大会当日の満年齢とします。
◆参 加 賞 ： ロングTシャツ・シューズケース他
◆記録計時 ： ランナーズチップにてタイムを計測します。ナンバーカード、計時チップ等は、
　　　　　　当日受付で受付票はがきと交換になります。
◆完 走 証 ： 大会当日、完走者全員に完走証を発行します。
◆表　　彰 ： 各部門別（年代別）1位～6位（各部門1位～3位入賞者には賞状・メダル及び
　　　　　　副賞、4位～6位入賞者には賞状・副賞を贈ります。）
◆表 彰 式 ： 各競技終了後
◆抽 選 会 ： ナンバーカードによる事前抽選で、豪華賞品が当たります。
◆注意事項 ： 

①当日参加はできません。
②申込者には受付票はがきを大会約2週間前に郵送します。大会当日は受付で受付票はが

きを提出してください。ナンバーカードと計時チップ等をお渡しいたします。
③着順判定は、ランナーズチップで記録計測いたしますので、正しい着け方を確認し、必ず

装着してからスタートしてください。　
④ランナーズチップは、ゴール後、回収いたします。返却がない場合は実費負担（300円）し

ていただきますのでご注意ください。
⑤大会参加中は、定められたコースを走り、大会関係者の指示に従ってください。特に緊急

車両通行時に一時停止を指示された場合は、これに従ってください。
⑥スタート時間、コースは、突発事故、天候等により変更する場合があります。
⑦お車でお越しの際は、大石総合運動公園駐車場（無料）をご利用ください。※会場周辺の

道路は駐車禁止です。
⑧競技開催中（交通規制時間帯）は、会場及びコースへの車の乗り入れは大会主催者及び

緊急車両のみとし、その他の車は一切乗り入れできませんのでご注意ください。
⑨貴重品等は、各自責任をもって保管してください。主催者は盗難、紛失などの責任は負い

ません。
⑩主催者は、競技中に発生した事故等については応急処置を除き一切の責任を負いません

ので、参加者は自己の責任において健康を管理し、あらかじめ医師の診断を受けてくださ
い。万一に備え、保険証（または写し）を必ず持参してください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

※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。

自己都合による申込後の種目変更・長
袖シャツのサイズ変更・キャンセルはでき
ません。また、過剰入金・重複入金の
返金はいたしません。
地震・風水害・降雪・事件・事故・
疫病等による開催縮小・中止の場合、
参加料の返金はしません。
私は、心疾患・疾病等がなく、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。
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。
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。
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。
私は、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。

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。
私は、年齢・性別等の虚偽申告、申
込者本人以外の出場（代理出走）をし
ないことを誓います。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。
私は、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・掲載・利用されることを承諾します。
また、その掲載権・使用権が主催者に
属することを了承します。
私は、大会申込者の個人情報の取り扱
いについて、別途記載する主催者の規
約に則ります。
私は、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を優先します）。

申込規約
8.

9.

10.

11.

12.

専 用 振 替 用 紙
専用振替用紙（コピー不可）に必要事項をご記入の上、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。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。 ※払込手数料200円

申込締切

※年齢区分は大会当日の満年齢とします。

B

専用振替用紙が必要な方は、氏名・住所・希望部数を明記した返信用封筒（切手貼付）を同封のうえ、下記の大会事務局までご請求くださ
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。後日、大会事務局から専用振替用紙をお送りします。

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。

個人情報の
取り扱いに
ついて

大会に関するお問い合わせ先
および

パンフレット・専用振替用紙のご請求先

六ヶ所エネルギーパークマラソン大会事務局

〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附992番地
　六ヶ所村体育協会内　　　　　　　

TEL.0175-73-7307（月～金9:00～17:00／祝日を除く）

E-mail：roppu1@rokutaikyo.jp 

交通アクセス

2019年8月14日（水）消印有効

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。

下記のURLにアクセスし、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）。 ※事前に会員登録（無料）が必要です。
※エントリー手数料：支払総額4,000円まで205円、4，001円以上5.15%（税込）

申込締切 2019年8月21日（水）A

http://rokkasho-energypark-marathon.jp/大会ホームページ

大会ホームページ

専用振替用紙 で　　　　　　　　　　　　　　  からお申し込みいただけます。BA または 2019年4月22日（月）大会ホームページ

新幹線でお越しの場合

●大会当日朝、ＪＲ東北新幹線・七戸
十和田駅北口より、8時出発でシャ
トルバスを運行します。

●大会会場まで約1時間、運賃は無料。
　詳細は、大会HPにて
　ご確認ください。

種目・部門番号・部門・スタート時刻・参加料

スタート・
フィニッシュは
陸上競技場、

コースは高低差が少なく

走りやすい！　

ハーフは5km

ごとの距離表
示と

4カ所の給水
所で

完走をサポー
ト！

フィニッシュ後、

完走者全員に会場で

即日完走証を　　

発行します！　　
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風車がある。風車がある。風車がある。風車がある。風車がある。風車がある。風車がある。風車がある。
自然の景色の中に、
風車がある。

車でお越しの場合

●大会会場まで、青森市より約1時間
40分、八戸市より約1時間20分、三
沢市より約50分、野辺地町より約
40分。

●駐車場は、大会会場の
　陸上競技場駐車場が
　利用できます。

部門番号 スタート時刻（予定） 参加料部　門

4,000円

2,500円

高校生以上
2,000円

中学生
1,500円

11:00

（制限時間：

2時間30分／

途中関門あり）

11:10

（制限時間：1時間）

11:15

（制限時間：40分）

種　目

ハーフ
マラソン

（21.0975km）

5km

3km

18～39歳男子（高校生不可）

40～49歳男子

50～59歳男子

60歳以上男子

18～39歳女子（高校生不可）

40歳以上女子

高校生～39歳男子

40～49歳男子

50～59歳男子

60歳以上男子

高校生～39歳女子

40歳以上女子

中学生男子

中学生女子

高校生～39歳男子

40歳以上男子

高校生～39歳女子

40歳以上女子

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

１ 2 3


	オモテ_第1回六ヶ所村
	ウラ_第1回六ヶ所村

