
種  目／ハーフ（21.0975km）/3km/小学生駅伝 
※3km・小学生駅伝は2月2日（土）開催

会  場／Pikaraスタジアム（香川県立丸亀競技場）

コース／香川県立丸亀競技場付属 ハーフマラソンコース
　　　  （日本陸上競技連盟/IAAF 公認コース）

2019 2 3 SUN
10:35 START▶▶▶▶▶

【主 催】 丸亀市／香川県教育委員会／丸亀市教育委員会／香川陸上競技協会／香川丸亀国際ハーフマラソン大会組織委員会
【共 催】 香川県／OHK岡山放送／BSフジ／産経新聞社／サンケイスポーツ／OHKスポーツ振興財団香川
【後 援】 日本陸上競技連盟／坂出市／宇多津町／四国新聞社／坂出市教育委員会／宇多津町教育委員会／香川県観光協会／
 丸亀市観光協会／香川県スポーツ協会／丸亀市体育協会／坂出市スポーツ協会／宇多津体育協会／東京香川県人会／
 大阪香川県人会／京都香川県人会／兵庫香川県人会／岡山香川県人会／広島讃友会
【支 援】 香川県警察／陸上自衛隊善通寺駐屯地／国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所
【主 管】 香川陸上競技協会／香川丸亀国際ハーフマラソン大会実行委員会

※掲載選手は前回大会に出場したランナーです。（写真提供：四国新聞）

スポーツ振興くじ助成事業

73

19

殻
を打ち

破
る
日

2018年9月18日より火

募集開始
特別
協賛 

OHK岡山放送（岡山・香川エリア）／BSフジ（全国）
テレビ生中継 10時30分～11時50分予定

お問い合わせ先

交通のご案内

自家用車利用

高松空港から

JR丸亀駅から ◎バ　　ス … 約10分直通シャトルバス（無料）
◎タクシー … 約10分（約1,500円程度）
◎各ホテルまで無料バス送迎。※「航空･宿泊プラン及び宿泊プランのご案内」参照

◎競技場周辺の駐車場は抽選になります。当選者のみ利用できます。
ツアーバス ◎会場直行のツアーバスを運行します。（詳細は大会ホームページでご確認ください）

※エントリー操作については、RUNNETヘルプページ 
   https://runnet.jp/help/ をご参照ください。

TEL.0877-24-6274
http://www.km-half.comFAX.0877-24-1309

香川丸亀国際ハーフマラソン大会組織委員会事務局
〒763-0053 香川県丸亀市金倉町924-1 丸亀市民体育館内
※12月29日（土）～1月3日（木）は除く（平日／8：30～17：00）

QRコード対応のスマートフォンを使うと、
申込サイトに簡単にアクセスできます。

スマートフォンバーコード

438

給水 : 5km / 8.7km /12.4km /17.4km / 20.4km

トイレ : 2.5km / 6.5km / 12.4km / 17.4km
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南条町

15㎞  関門
制限時刻 13：10

コース図 ● 距離表示は1km毎に標示

宇多津町役場
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スタート フィニッシュ
21.0975km田尾坂 田尾坂

ハーフマラソン
折返点

蓬莱橋（土器川）蓬莱橋（土器川）高架最高点
標高21.3m
高架最高点
標高21.3m

スタート地点
標高１６.0m
スタート地点
標高１６.0m

スタート
【登録A】 スタート時刻 10：35
【登録・一般B】スタート時刻 10：50
【登録・一般C】スタート時刻 11：00

5㎞  関門
制限時刻 11：50

10㎞  関門
制限時刻 12：30

18㎞  関門
制限時刻 13：35

20㎞  関門
制限時刻 13：50

フィニッシュ
ハーフ制限時刻 14：00

入船町 1

中央町

蓬莱橋

田村東

よりご参加の場合

いずれもJR予讃線 丸亀駅下車、シャトルバス（無料）またはコミュニティバス丸亀西線城西高校方面所要時間約13分。丸亀スタジアム下車徒歩約１分、タクシーご利用の場合約10分。
※徳島からの料金は、高松経由で特急列車普通車指定席を利用した場合です。
※新大阪・広島からの料金は、新幹線のぞみ号の普通車指定席を利用した場合です。※上記金額及び所要時間は目安ですので、詳細は最寄りのJR駅窓口にてお問い合わせください。

※チケットはお近くのJRみどりの窓口または旅行代理店でお買い求めください。

JRなんば駅（OCAT）より丸亀駅まで高速バスがございます。
所要時間約４時間10分　片道 4,300円　往復 7,800円　
なお、大阪駅JR高速バスターミナル・大阪（阪急梅田）三ノ宮バスターミナル
発もございます。

阪神方面（大阪・兵庫）

大会当日、JR丸亀駅・臨時駐車場より
無料シャトルバスを運行いたします。無料シャトルバス

大会当日、大阪・神戸・広島からJR＆ツアーバス、
岡山・徳島・高知・松山から直行ツアーバスを運行いたします。ツアーバス

各地より大会会場までのご案内（往復特急列車普通車指定席ご利用の場合）

会場周辺のみどころ

徳島駅 ～ 丸亀駅 所要時間　片道約1時間50分10,140円
岡山駅 ～ 丸亀駅 所要時間　片道約40分4,500円

松山駅 ～ 丸亀駅 11,720円
高知駅 ～ 丸亀駅 9,560円

「扇の勾配」と称される高石垣で築かれ
た名城です。山上の丸亀城天守は三層三
階で高さは約15ｍあります。全国に12城し
かない現存木造天守であり、大手門ととも
に重要文化財となっています。

●丸亀城（丸亀市）

ＪＲ丸亀駅から徒歩10分。会場から車で約10分。

JR丸亀駅から徒歩1分。会場から車で約10分。

JR丸亀駅から車で約10分。会場から車で約15分。

JR琴平駅から参道入口まで徒歩約10分。
会場から車で約20分。

JR善通寺駅から徒歩約20分。会場から車で約10分。

JR坂出駅から車で約10分。会場から車で約25分。

JR栗林公園北口駅から徒歩約2分。
会場から車で約50分。

琴電屋島駅から車で約10分。会場から車で約70分。

丸亀市ゆかりの洋画家、猪熊弦一郎画伯
の作品2万点余りを所蔵・展示していま
す。全国でも類を見ない駅前美術館で、
世界的に有名な谷口吉生氏の設計です。

●丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（丸亀市）

江戸時代に丸亀藩京極家によって築庭されまし
た。市指定名勝の池泉回遊式庭園で、大笠松をは
じめ1500本の松は美しく手入れされており、市指
定文化財のお茶所が残っています。園内の丸亀美
術館には、絵画館・陶器館・ひいな館があります。

●中津万象園・丸亀美術館（丸亀市）

一生に一度はこんぴら参りといわれた金刀
比羅宮。象頭山の中腹に鎮座し、古来より
海の神様、五穀豊穣･大漁祈願･商売繁盛
など広範な神様として信仰を集めていま
す。御本宮まで785段、奥宮まで1368段。

●金刀比羅宮（琴平町）

弘法大師が御誕生の地に自ら建立したお
寺として全国に知られており、また四国
霊場八十八ヶ所の第七十五番札所とし
て、毎年多くの方々が参拝に訪れます。

●善通寺（善通寺市）

瀬戸内海の自然に荘厳な橋の姿が美しく
架っている本州四国連絡橋児島・坂出ルー
ト。その懐には、橋を真近かに眺める瀬戸大
橋記念公園や「誓いの鍵」をフェンスにか
け、恋の成就を願う恋人の聖地もあります。

●瀬戸大橋（坂出市、宇多津町）

国指定特別名勝の広大な園内は、松平家5代、100
年余の歳月を費やして完成した池泉回遊式大名庭
園の南庭と近代的に改修された北庭に分かれ、四季
折々に風情ある表情を見せてくれます。ミシュランの
観光版（ギード･ベール）の３つ星に選ばれました。

●栗林公園（高松市）

瀬戸内海の眺望が抜群の源平屋島合戦の
古戦場、屋根型の山上に屋島寺や新屋島
水族館があり、山上までのドライブコース
が好評。

●屋島（高松市）

新大阪駅 ～ 丸亀駅 所要時間　片道約1時間40分15,960円大 阪

広島駅 ～ 丸亀駅 所要時間　片道約1時間30分15,300円広 島

徳 島

岡 山
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地
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駐車券のない車は大会駐車場には駐車できません。
駐車券を希望される方は申込時に駐車券の項目を選択してください。
（希望者多数の場合、抽選）
大会当日は混雑が予想されますので公共交通機関やシャトルバスを
ご利用ください。

高松、岡山、大阪方面からは高松自動車道「坂出」イ
ンターチェンジ、松山、高知方面からは高松自動車道
「善通寺」インターチェンジをご利用ください。



 ランネットよりお申し込みください。Ⓐコンビニ、Ⓑクレジットカードのいずれかから、支払方法をお選びいただけます。

http://runnet.jp/申込方法 〉〉〉 〉〉〉エントリーはランネットから

香川丸亀国際ハーフマラソン　航空・宿泊プラン及び宿泊プランのご案内

2019年1月8日火航空･宿泊プランのお申込締切日

2019年1月20日日宿泊プランのお申込締切日

無　　　料

代金の２０％

代金の３０％

代金の４０％

代金の５０％

全　　　額

旅行開始日の前日より起算してさかのぼって 宿泊プラン 航空・宿泊プラン
① ２１日目にあたる日以前の場合

② ２０日目にあたる日以降の場合

③ ７日目にあたる日以降の場合

④ 前日の場合

⑤ 当日の場合

⑥ 旅行開始後・無連絡取消

◎お申込方法について

◎変更・取消について

◇下記のURLよりインターネットにて空室状況の確認ならびに
予約が可能です。インターネットにて、予約が困難な場合は、
下記お問合先までご連絡ください。

◇お電話でのお申込はトラブル防止のためご遠慮願います。

◎ご宿泊のご回答、
　お支払について
◇インターネットで予約後、決済画面にお進みください。
　クレジットカード又はコンビニにてお支払が可能です。

◎航空・宿泊プラン　東京方面から下記のお得な航空・宿泊プランをご用意いたしました。　
往 

路 2月2日土 羽田空港（9：15）～高松空港（10：30）～丸亀市内ホテル（12：00）
JAL477便 貸切バス 貸切バス JAL482便

複 

路 2月3日日 丸亀競技場（14：00）～高松空港（15：45）～羽田空港（17：05）

◎宿泊プランについて

ご旅行条件書（要約）
お申込の際には、必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
●募集型企画旅行契約　この旅行は㈱ＪＴＢ高松支店（香川県高松市鍛治屋町7-6 観光庁長官登録旅行業第64号。以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行
であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。なお、詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご
確認の上、お申し込みください。また、契約の内容・条件とは各プランに記載されている条件のほか、旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする確定書面及び当社旅
行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申込及び契約成立時期　お申込書に所定の事項を記入し所定の期日までに旅行代金全額をお支払いください。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し旅行代
金を受領した時に成立するものとします。
●個人情報について　株式会社ＪＴＢでは、旅行申込の際に提出して頂いたお申込書に記載された個人情報については、厳重に保管し、お客様との連絡のために利用
させていただくほか、お客様がお申し込み頂いた旅行において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のため手続きに必要な範
囲内で利用させていただきます。また、大会主催者事務局へ提出します。
●旅行代金に含まれるもの　各プランに明示した宿泊代、食事代、運送機関の運賃・料金、消費税等諸税。
●旅行条件・旅行代金の基準　この旅行条件は　平成30年８月１日を基準としております。また、旅行代金は　平成30年８月１日現在の有効な運賃・料金を基準とし
ています。
●特別補償/当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募集型企
画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支
払います。・死亡補償金：1,500万円　・入院見舞金：2～20万円　・通院見舞金：1～5万円　・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円(但し、補償対象品
1個あたり10万円を限度とします。)
●免責事項：（以下の事由によりお客様が損害を被った場合は賠償の責任は負いません。）
　イ）天災地変、官公署の命令、運輸・宿泊機関等のサービス提供の中止による損害　ロ）細菌性食中毒　ハ）お客様ご自身の故意または過失による損害　ニ）その
他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害　ホ）ハーフマラソン競技時の事故等による損害

※往路、高松空港からA・Ｂ・Cのホテルまで貸切バスにて送迎。復路、丸亀競技場から高松空港まで、貸切バスにて送迎（バス会社名：琴参バス）。添乗員は同行いたしません。手続きに必要な書類をお渡
ししますので、お客様自身で手続きを行っていただきます。航空券のみのご用意は出来ません。
※航空宿泊プランは最少催行人員：5名。出発予定時間帯は、本項作成時点（平成30年8月）での時刻にて表示しております。確定の出発時刻・便名は、出発の10日前に郵送いたします最終日程表にてご
案内いたします。旅行日数「1泊2日」、エコノミークラス利用

開　催　要　項

参加資格（制限時間） 定員種目・部門名 スタート時刻 参加料 申込期間 記録証提出期限

1.自己都合による申込後の登録内容の変更、修正、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。
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）で大会が開催縮小・
中止となった場合、参加料・手数料の返金はいたしません。
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。
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・表彰の取消、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（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・大会印刷物等に報道・掲載・利用されることを承諾します。また、その
掲載権・使用権は主催者に属します。

11.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（日本ハーフマラソンランキング含む）
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。

12.上記の申込規約のほか、主催者が別途定める競技注意事項に則ります（齟齬がある場合は競
技注意事項を優先します）。

申 込 規 約 大会申込に際して、参加者は下記の
申込規約に同意の上、お申し込みください。

A

B

C

D

E

F

G

H

ホテル名

※部屋タイプ：S…シングル、T…ツイン　※航空・宿泊プラン、宿泊プランにはハーフマラソン参加費（5,500円）は含まれておりません。 ホテル客室はバス・トイレ付き

１泊朝食

１泊朝食

１泊朝食

１泊朝食

１泊朝食

１泊朝食

１泊朝食

１泊朝食

S・T

S・T

S・T

S・T

S・T

S

T

S・T

ご旅行代金
宿泊プラン 航空・宿泊プラン

43,500円

41,800円

42,900円

9,500円

7,800円

8,900円

7,800円

9,500円

8,200円

14,200円

8,000円

JR丸亀駅よりタクシー10分

JR丸亀駅より徒歩5分

JR丸亀駅よりタクシー5分

JR坂出駅より車5分

JR坂出駅より車5分

JR宇多津駅より徒歩1分

JR琴平駅より徒歩9分

JR高松駅より車5分

チサンイン丸亀善通寺

丸亀プラザホテル

ルートイン丸亀

坂出グランドホテル

ルートイン坂出北インター

ホテルアネシス瀬戸大橋

湯元こんぴら温泉　琴参閣

オークラホテル高松 

アクセス申込
記号

食事
条件

部屋
タイプ

無

有

無

有

無

無

有

有

送迎付

申込方法
香川丸亀国際ハーフマラソンのホームページからお申し込みください。
※お申込と同時に宿泊施設も確定いたします。 http://www.km-half.com/

株式会社ＪＴＢ 高松支店　ハーフマラソンデスク 
問い合わせ先

〒760-0028　香川県高松市鍛冶屋町7-6　　

TEL.087-851-3055 　FAX.087-821-2177
営業時間　月～金曜日　9：30～17：30（土・日・祝日休業）

《旅行企画・実施》　株式会社ＪＴＢ高松支店　日本旅行業協会正会員　観光庁長官登録旅行業第64号　〒760-0028　香川県高松市鍛冶屋町7-6
　総合旅行業務取扱管理者：大本　耕造
　総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
　この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の　総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

大阪・神戸・広島から日帰りJR&ツアーバスを運行いたします。岡山・徳島・高知・松山から丸亀競技場への直行ツアーバスを運行いたします。
お得な料金になっております。詳細は、香川丸亀国際ハーフマラソンのホームページをご確認ください。　

承認番号 w1807050

A コンビニ

B ご指定のクレジット会社から、所定の期日に合計金額が引き落としとなります。クレジットカード

申込方法

支払方法

申込手数料

専用振替用紙（郵便振替）による申込方法は廃止となりました。

参加料4,000円以下は205円、4,001円以上は5.15％

ランネット（パソコン・スマートフォン）

http://runnet.jp/ QRコード対応のスマートフォンを
使うと、申込サイトに簡単にアク
セスできます。

スマートフォンバーコード

各コンビニ指定の支払方法でお支払いください。
・支払期間（エントリー手続き後1週間）を過ぎたエントリーは｢無効｣となります。
 ただし、エントリー期間内でまだ定員に達していない場合は、再度エントリーすることができます。

開催日

コース

ナンバーカード引換 
Pikaraスタジアム（香川県立丸亀競技場） 

2月3日日2月2日土

◎小学生駅伝  8：00～ 9：00
◎3km 10：00～11：40
 （男子は11：00まで）
◎ハーフマラソン 10：00～15：00

◎ハーフマラソン登録A 8：00～  9：35
◎ハーフマラソン登録・一般B 8：00～  9：50
◎ハーフマラソン登録・一般C 8：00～10：00

①できるだけ公共交通機関・シャトルバス（無料。JR丸亀駅・臨時駐車
場から会場往復）等をご利用ください。
　なお、駐車場は抽選で決定します。駐車場を希望される方は申込時に
登録してください。駐車場当選者は、12月中旬に大会HPで発表する
とともに、参加案内に駐車券を同封します。
②参加申込は1人1種目に限ります。
③ハーフマラソンの部の、「登録・一般」の区分を厳守してください。
　（違反の場合は失格とし、参加料は返金しません）
④登録選手は、所属名を日本陸連登録どおり正確に記入してください。
⑤スタート順は、申告タイム（2016年1月1日以降の自己ベストまたは予
想タイム）順とします。虚偽の申告は、安全な大会運営に支障をきたす
ので絶対にやめてください。アナウンス、現場係員の指示に従い、指定
されたブロックからスタートしてください。また、申込時にタイム未記入の
方、スタート集合時間に遅れてきた場合と前日申込者は、最終ブロック
からのスタートになります。割り込みなどは絶対にしないでください。
⑥緊急車両通行の際は、ランナー停止措置をとる場合があります。

参加上の注意
⑦競技中に発生した傷害・疾病については、応急処置は主催者におい
て行いますが、以後の責任は負いません（健康保険証等をご持参くだ
さい）。
⑧健康に十分注意し、大会前には必ず医師の診断を受け、指示に従っ
てください。大会当日、体調がすぐれない場合や伝染性感染の恐れが
ある場合は出場を取りやめてください。
⑨手荷物は所定の場所で保管できますが、盗難、紛失忘失等の責任は
負いません。貴重品は各自の責任で管理願います。
⑩登録の部で希望する方には、公認記録証（1,000円）を発行しますので、
大会当日、総合案内へお申し込みください。
　参加者全員の記録は大会終了後、大会HPに掲載します。
⑪障がいのある方で伴走者が必要な場合は、伴走者に専用のナンバー
カードを用意しますので、申込完了後に事務局にご連絡ください。なお、
盲導犬を伴っての参加はできません。
⑫車いすでの参加はできません。

2019年（平成31年）2月2日土 3日日 雨天決行

3km・小学生駅伝・・・Pikaraスタジアム（香川県立丸亀競技場）周辺コース

ハーフマラソン・・・・・・香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコース
 （日本陸連／IAAF 公認コース）

各関門を制限時刻までに通過できない選手はレースを中止し、係員の指示に
従って収容車に乗車していただきます。
また、下記の制限時刻には、当該関門に達していなくても、その時点でレースを
中止していただきます。

ハーフマラソン登録男女A・B、一般男女Bに申し込む場合、2016年1月1日以降に参加資格タイムをクリアした大会の記録証（完走証）のコピーを提出期限まで
に大会事務局へ郵送で提出することが必要です（期限までに提出がない場合、登録・一般男女C部門での参加になります）。

①ハーフマラソン登録の部、3km、小学生駅伝は、1位から8位までの入賞
者の表彰式を行います（ハーフマラソン登録の部は、登録A、B、Cを合わ
せた総合成績で表彰）。
②ハーフマラソン一般の部は、一般B、Cを合わせた総合成績1位から8位
までの入賞者と、男女年齢別10歳ごとに各1位から3位までの入賞者に
賞状と副賞を後日送付します（大会当日の表彰式は行いません）。
③特別表彰として、山田兼松章、塩飽玉男章、大浦留市章を贈ります。
④遠来賞（国内参加者のみ）、最高齢者賞を贈ります。◇ 5km／11：50　◇10km／12：30　◇15km／13：10 

◇18km／13：35　◇20km／13：50　◇フィニッシュ／14：00
ハーフ
マラソン

◇フィニッシュ ／ 男子12：20　女子13：003km

記録証提出期限参加資格タイム（2016年1月1日以降のハーフマラソン）

送付先

2018年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会競技注意事項によります。

登録男女A※1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・男子：1時間10分以内、女子：1時間40分以内
登録男女B、一般男女B※2・・・・・・・男子：1時間50分以内、女子：2時間10分以内

競技規則

関門制限

表　　彰

種目・部門など

記録証の提出

登録男女A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2018年11月30日（金）
登録男女B、一般男女B・・・・・・・・・2018年10月12日（金）

〒763-0053　香川県丸亀市金倉町924-1　丸亀市民体育館内　香川丸亀国際ハーフマラソン大会事務局　TEL．0877-24-6274

3km
一般・高校生男女

3km
中学生男女

小学生駅伝
男女

ハーフマラソン
登録男女C

ハーフマラソン
一般男女C

ハーフマラソン
登録男女B

ハーフマラソン
一般男女B

ハーフマラソン
登録男女A

小学校5・6年生(30分）
4区間
1区 1.5km、2・3・4区 1km

一般・高校生（20分）

中学生（20分）

大会当日18歳以上（3時間）
ハーフマラソンで
男子1時間10分以内・女子1時間40分以内
の公認記録を2016年1月1日以降に出した者
※日本陸連登録者のみ

男女
各50
チーム

1,500人

無し

2,000人

8,000人

2/2㊏
男子
12：00
女子
12：40

2/2㊏
男子
10：00
女子
10：30

2/3㊐
10：35

2/3㊐
10：50

2/3㊐
11：00

1チーム
2,000円

5,500円

2,500円
高校生

一般

4,500円

2,500円
高校生

一般

1,500円
中学生

9/18（火）
▼

11/22（木）

9/18（火）
▼

10/5（金）

9/18（火）
▼

11/22（木）

9/18（火）
▼

11/22（木）

11/30（金）
消印有効

10/12（金）
消印有効

※1 グロスタイムのみ　※2 グロスタイム・ネットタイムのどちらでも可
※2016年以降の香川丸亀国際ハーフマラソン大会でクリアしている場合は、記録証の提出は不要。

※ハーフマラソン登録男女A以外の種目・部門は定員に達した時点で締め切ります。
※ハーフマラソン登録・一般男女Cの部のみ、2月2日㊏10：00～15：00に、Pikaraスタジアム（香川県立丸亀競技場）で前日申し込みを受け付けます。
　（他の種目・部門の前日申し込みはありません）参加料は1,000円アップ。参加者名簿に名前が掲載されません。スタートは最終ブロックです。

大会当日18歳以上（3時間）
ハーフマラソンで
男子1時間50分以内・女子2時間10分以内
の記録を2016年1月1日以降に出した者
※登録は日本陸連登録者のみ
※一般は日本陸連に登録していない者

大会当日18歳以上（3時間）
※登録は日本陸連登録者のみ
※一般は日本陸連に登録していない者

※エントリー操作については、RUNNETヘルプページ https://runnet.jp/help/ をご参照ください。
上記ランネット（パソコン・スマートフォン）からお申し込みください。

■申し込みから大会参加までの流れ

ハーフマラソンA 記録証提出期限11月30日（金）消印有効

ハーフマラソンB 記録証提出期限10月12日（金）

ハーフマラソンB 申込締切10月   5日（金）24時

参加案内送付12月下旬（予定）

   9月18日（火）  0時 申込受付開始 ※各項目とも定員に達した時点で
　締め切ります。

※ハーフマラソンB以外の種目

2月3日（日）
・ハーフマラソンナンバーカード引換
 （8：00～ 各種目・部門スタートの1時間前まで）

・ハーフマラソン スタート （10：35～）
※当日申し込みは不可

2月2日（土）

・小学生駅伝ナンバーカード引換 （８：00～9：00）
・3kmナンバーカード引換 （10：00～11：40）

・ハーフマラソン 前日申込 （10：00～15：00）
・ハーフマラソンナンバーカード引換 （10：00～15：00）
・小学生駅伝スタート （10：00～）
・3kmスタート （12：00～）

※男子は11:00まで

消印有効

申込締切11月22日（木）24時

※シングル･ツインともお一人様同額です。（但し、琴参閣はツインのみ）
　送迎有のホテルは、2月3日朝ホテルから会場まで無料送迎バスを運行、宿泊をお申
し込みの方は、無料送迎バスを利用することができます。なお、この送迎バスは旅行
契約に含まれておりません。

※チサンイン丸亀善通寺・ルートイン丸亀(競技場より徒歩5分)・ホテルアネシス瀬戸大
橋・ルートイン坂出北インターは、競技場までの送迎はございません。それ以外のホ
テルは、2月3日(日)ホテルより競技場までマイクロバス等にて送迎がございます。

※最少催行人員は1名様。添乗員は同行いたしません。
　各宿泊施設でのチェックイン手続はお客様ご自身でおこなっていただきます。
※【宿泊地】A～C：丸亀市、D・E：坂出市、F：宇多津町、G：琴平町、H：高松市

■宿泊設定日／２０１9年2月2日土                      　■利用予定ホテル及びご旅行代金(サービス料･消費税含む)
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