
参加申込案内

お申込みは大会ホームページから

ボランティア同時募集

2015.2.15（日）開催 2014.8.1（金） 9.110（水）
8.1（金）受付開始

種目：歴史めぐりフルマラソン・金栗記念熊日30キロロードレース・城下町4キロ

「熊本城マラソン初挑戦枠」を新設！
　8.1（金）　8.29（金）

先行抽選のチャンス！



（※）下記はゆうちょ銀行・郵便窓口での金額です。ATMをご利用の場合は金額が異なる場合があります。
　　また、お振込の金額によっては、払込手数料が変更となる場合があります。詳しくはゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお尋ねください。

※申込み時にTシャツサイズが未記入の場合、女性はS、男性はMとさせていただきます。※各サイズの数に限りがございますので、ご希望に沿えない場合があります。

◎参加料・手数料等

◎参加賞Tシャツ希望サイズ ［Tシャツサイズ記入時に参考にしてください。（JASPO規格）］

歴史めぐり
フルマラソン

インターネット
カードのネット決済

コンビニのネット決済

カードのネット決済

コンビニのネット決済

カードのネット決済

コンビニのネット決済

インターネット

インターネット

熊日30キロ

城下町4キロ

M

170cm

92cm

L

175cm

96cm

XO

185cm

104cm

O

180cm

100cm

SSS

165cm160cm

88cm84cm

種 目 申 込 方 法 支 払 方 法
事務手数料 払込手数料

申込時

参加料 払込手数料 熊本応援チャリティ募金

当選時

サイズ

身長（目安）

胸囲（目安）

専用振替用紙 専用振替用紙で支払い

￥0

￥0

￥0

￥0

￥0

￥0

￥500

￥500

￥0

￥0

￥0

￥0

￥0

￥0

￥130（※）

￥130（※）

￥0

￥0

￥0

￥0

￥0

￥0

￥130（※）

￥130（※）

￥10,000

￥10,000

￥5,000

￥5,000

￥3,000

￥3,000

￥10,000

￥3,000専用振替用紙で支払い専用振替用紙

募金に賛同の方は、
1口（500円）から
ご希望の口数に準じて
参加料と一緒に
お支払いください。

■募集要項

※1 制限時間は、スタートの号砲を基準とします。
※2 交通・警備、競技運営上、「歴史めぐりフルマラソン」「金栗記念熊日30
　　キロロードレース」には関門閉鎖時刻を設けます。ただし、関門以外でも
　　著しく遅れた場合や、交通規制の解除に影響を及ぼすと主催者が判断した
　　場合は、コースでの走行を中止させていただくことがあります。
※3 「城下町4キロ」において著しく遅れた場合（辛島公園前を9：45までに
　　通過できない場合）には、コースでの走行を中止させていただき、10：00
　　に交通規制を解除します。

熊本城マラソン2015

1 大会名称

熊本県

3 特別後援

熊本城マラソン実行委員会（熊本市、熊本日日新聞社、

一般財団法人熊本陸上競技協会）

2 主催

熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、公益財団法人

熊本県体育協会、熊本市体育協会、ＮＨＫ熊本放送局、

熊本放送、テレビ熊本、くまもと県民テレビ、熊本朝日放送、

ＦＭＫ、ＦＭ７９１

4 後援

一般財団法人熊本陸上競技協会、熊本市陸上競技協会

5 主管

企業・団体各社（予定）

6 協賛

2015年（平成27年）2月15日（日）

9：00スタート【雨天決行】

8 開催日時

2015年（平成27年）2月13日（金）　10：00-20：30（予定）

2015年（平成27年）2月14日（土）　10：00- 20：30（予定）

 ・ 大会当日（2月15日（日））の受付は行いません。

 ・ 上記時間帯以外の受付は行いません。

 ・ 受付時に身分証明書等により本人確認を行います。
　（代理受付不可）
 ・ 身分証明書等を持参しない場合は受付できません。

9 受付日時

熊本城周辺（予定）
※決定次第、ホームページ等でお知らせします。

10 受付場所

※予定ですので変更となる場合があります。

◎30キロロードレース

10km 地点

15km地点

20km地点

25km地点

9:40

5km 地点 9:20

10 : 00

10 : 20

10 : 43

距離 関門閉鎖時刻

◎フルマラソン

10:15

11:18

12:23

12:55

13:45

14:18

15:00

15:30

関門閉鎖時刻

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

14 関門閉鎖時刻

距離

6.1km

14.5km

21.3km

24.8km

29.8km

33.3km

37.9km

40.6km

28.3km地点 10 :58

7 協力
公益財団法人熊本県体育協会、公益社団法人熊本県

トラック協会、一般社団法人熊本県バス協会、熊本県レク

リエーション協会、熊本市交通指導員区協議会連合会、

熊本市スポーツ推進委員協議会、熊本市体育協会、熊本

市タクシー協会、熊本市レクリエーション協会、熊本商工

会議所、熊本走ろう会、国土交通省九州地方整備局熊本

河川国道事務所、肥後銀行女子駅伝部

1）主催者の責によらない事由で大会が中止となった

　場合、参加料の返金等は一切行いません。

2）大会参加に関しては十分にトレーニングを行い、事前

　に健康診断等を受診し、体調には万全の配慮を

　した上で参加してください。

3）大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻に

　ついては一切責任を負いません。

4）競技中、緊急車両の通行等により走者を停止させ、

　車両の通行を優先させる場合があります。

5）上記の他、大会に関する事項については大会主催

　者の指示に従ってください。

6）参加料の領収書について

　　●クレジットカード決済の場合

　　領収書の発行はいたしません。クレジットカード

　　会社発行の《ご利用明細書》または《請求書》

　　をご利用ください。

　●専用振替用紙、コンビニエンスストアで支払いの場合

　　領収書の発行はいたしません。お振込の控えを

　　領収書に代えさせていただきます。

7）視覚障がいのある方で単独走行が困難な方は、

　伴走者1名を付けることができます。

　（盲導犬の伴走は不可とします。）

8）車いすでの参加はできません。

9）この参加申込案内は、熊本城マラソン2015のもの

　です。

12 その他

※主催者または熊本城マラソン実行委員会事務局から、
　申込み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。

11 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、参加案

内、記録通知、関連情報の通知、アンケート調査等に

利用いたします。

13 種目/参加定員/制限時間/参加資格/参加料

種　　目

参加定員

制限時間

参加資格

参 加 料

歴史めぐり
フルマラソン

（日本陸連公認コース）

7時間

大会当日に
満18歳以上の方
（高校生不可）
6時間40分以内に
完走できる方

中学生以上
平成8年4月1日以前生まれ

（高校生不可）の
日本陸連登録者

28.3km最終関門を
10時58分までに通過すること 1時間15分 

12,000名

10,000円 5,000円 3,000円

150名 1,500名

城下町4キロ
金栗記念熊日30キロ
ロードレース

（九州陸協共催・日本陸連後援）
（日本陸連公認コース）



■参加申込み【個人エントリー、グループエントリー（２名～５名）】

申込み時の事務手数料

申 込 受 付 開 始

申 込 方 法

申 込 締 切

参 加 者 の 決 定

抽 選 結 果 通 知

当 選 時 入 金

注 意 事 項

※右下の注意事項も
　お読みください。

インターネット http://kumamotojyo-marathon.jp/

インターネット または 専用振替用紙（ゆうちょ銀行・郵便局窓口に提出） 

インターネット　※振替用紙でグループエントリーの申込みを希望される方は事務局にお問い合わせください。

インターネット または 専用振替用紙（ゆうちょ銀行・郵便局窓口に提出） 

インターネット 　※振替用紙でグループエントリーの申込みを希望される方は事務局にお問い合わせください。

インターネット

当選者（グループエントリーは代表者）は指定期日までに指定口座に参加料（チャリティ募金分も合算したもの）を入金してください。
入金がない場合、当選は無効になります。支払方法に応じて手数料の負担が必要になります。

・個人エントリーとグループエントリーの重複申込みはできません。重複申込みをされた場合は、失格となります。
・専用振替用紙の場合には申込み時に事務手数料5００円の払込みが別途必要です。また記載漏れや判読不能な場合は落選
　となりますので、インターネットでの申込みをお勧めします。
【グループエントリーについて】
・グループエントリーは、２～５名でのエントリーが可能です。
・グループエントリーで申し込んだ場合、メンバー全員が同一ブロックからのスタートとなります。
・グループエントリーには、日本陸連登録競技者としての申込みはできません。
　（インターネットでの申込方法）代表者となった方が、すでにインターネット申込みを行っている方をグループに招待してください。
　（振替用紙での申込方法）代表者となった方が、実行委員会事務局に振替用紙を請求し、グループ全員の登録を行ってください。

8月1日（金）～　※インターネットは10：00から

グループエントリー

グループエントリー

個人エントリー

個人エントリー

個人エントリー

9月10日（水）17：00まで

抽選で決定（※参加定員を超えた場合）

9月末日までにメールで通知予定 9月末日までに郵送で通知予定

8月29日（金）当日消印有効

専用振替用紙（最寄りのゆうちょ銀行・郵便局窓口に提出）

歴史めぐりフルマラソン

不要 500円　※申込期間（8/1～8/29）以外の振込みは無効となります。

城下町4キロ

熊日30キロ

申込みに関する注意事項申込規約
1.主催者は疾病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
2.自己都合による申込み後の種目変更、キャンセルはできません。
3.年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場は認めません。
4.地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等による中止の場合、参加料・手数料の返金は一切行いません。
5.過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
6.大会の映像・写真・記録・記事・申込者の氏名、年齢、住所（国名、都道府県名または市区町村名）等の
　テレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像権は主催者に帰属します。
7.主催者は、個人情報の保護法令を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。
8.本大会は国内の関連する全ての法律を遵守し、実施されるものとします。
9.主催者は申込規約の他、大会規約に則って大会を開催します。
10.未成年者は必ず保護者の同意を得て申込みをしてください。

１.同一人物による重複申込みは受け付けられませんので、ご注意ください。（申込みは1人1種目）
　同一人物による重複申込みが判明した場合は、失格とし、申込み後の返金はいたしません。

熊本城マラソンでは今大会から、参加するランナーの方がチャリティに参画する機会を新設します。熊本城マラソンに参加しチャリティに
賛同をいただくことで、ランナー1人ひとりのチカラで熊本の資産を守り応援していく、チャリティ文化の普及をめざしています。

熊本応援チャリティ募金

インターネット限定

「熊本城マラソン初挑戦枠」として1,200名を募集（歴史めぐりフル
マラソン）。1,200名の定員に達した場合は、先行抽選を行います。
先行抽選で落選した方は自動的に一般募集枠へエントリーされます。
※グループエントリーはできません。

熊本城マラソン初挑戦枠

募集期間8/1（金）～8/29（金）詳しくは大会HPをご覧ください。

先行抽選のチャンス！
過去に、熊本城マラソン（歴史めぐりフルマラソン）の出走経験のない方が対象。

（これまでの大会において出走していなくても出走権を得た方は除く）

NEW

NEW

サブスリープレミアムサブ3

２.年齢、性別、記録等の虚偽報告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。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込みができなくなります。
３.申込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合せいたします。
４.申込者全員にEメールもしくは郵送にて結果をお知らせいたしますが、ご登録頂いたメールアドレス
　もしくは宛先不備での通知不着・未着については、再確認はいたしませんので、ご了承ください。
５.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、主催者はいかなる補償や返金もいたしません。
６.郵便事情、インターネット機器・回線の不具合による申込みの遅れについて、主催者は一切の
　責任を負いません。
７.インターネットの申込みに際しましては、メールアドレスが必要です。1つのメールアドレスにつき1人分
　の申込みが出来ます。インターネットでの申込みをお考えの方は、申込み前にメールアドレスを
　ご準備ください。また、ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによって申込みができない場合があります。
     

熊本城マラソンで、サブスリー（3時間を切るタイムでフルマラソンを完走）を達成されたランナーは、当選時にスタートブロックの優遇が
あります。また、サブスリーを3回達成された方は、芳名板の掲示も行います。

熊本応援チャリティ募金に賛同いただいたランナーは、参加料入金時に別途、寄付として希望口数分のチャリティ
募金額を合わせてご入金ください。チャリティ募金は、支援をご希望されたテーマに対して寄付されます。

●熊本応援チャリティ募金について ●熊本応援チャリティテーマ

熊本応援チャリティ募金に賛同し、60口（３万円）以上の寄付をしていただくと、抽選なしで熊本城マラソン
（歴史めぐりフルマラソン・城下町4キロ）へ出場できます。
※参加料は別途必要となります。　※グループエントリーはできません。※本チャリティへの寄付金は、「ふるさと
納税寄付金控除」の対象となります。入金確認後、熊本市より領収書を発行いたします。（災害被災地支援を除く）

●熊本応援チャリティランナー特別枠

エントリー時に、ご希望の寄付口数と、自分が支援したいテーマをひとつお選びください。
エントリー後の寄付口数とテーマの変更はできません。

先着順100名

（熊本の文化財を大切にしよう）

スポーツ振興支援
（熊本のスポーツを盛り上げよう）

ボランティア活動支援
（熊本のボランティア文化を広げよう）

文化財保護支援

災害被災地支援
（被災地への復興支援のために）



■申込みの流れ

熊本城マラソン実行委員会事務局

http://kumamotojyo-marathon.jp/
［受付時間：平日9：00-17：00］

TEL：096-328-2373
FAX：096-324-2010

〒860-0806　熊本市中央区花畑町3 -1　花畑町別館
熊本城マラソン実行委員会事務局　エントリー係　
ＴＥＬ：096-328-2373

この参加申込案内をご希望の方、また抽選参加用の専用振替用紙をご希望の方は
　[1]希望枚数（最大各20部まで）・参加種目（グループエントリーの場合は、グループごとの
　　 人数）・電話番号を明記した紙
　[2]返信用切手（1部120円、2～3部140円、4～6部205円、7～10部250円、
　　 11～20部400円）
　[3]送付先住所・氏名を記入した返信用封筒（角2型Ａ4サイズが入る大きさ）
上記３点を同封の上、封書で上記宛にご請求ください。
なお、ご請求は8月21日（木）必着となります。
※返信用切手は封筒に貼っていただきお送りください。
※切手不足の場合、返送ができませんのでご注意ください。
※8月21日（木）を過ぎた場合は、返送ができませんので早めにご請求ください。

大会に関するお問い合わせ

申込みに関するお問い合わせ / 参加申込案内のご請求 /
専用振替用紙のご請求先

8/1［金］ 8/1［金］

9/10［水］

2/13［金］
2/14［土］

2/15［日］

9月末日

1月中旬

10月中旬

8/29［金］

◎申込みの方全員に通知します。
　（グループエントリーの場合は代表者に通知）

◎所定の方法で参加料をお支払いください。

◎大会の約1ヶ月前に送付します。

◎大会当日はランナー受付を行いません。
◎本人確認のため、身分証明書が必要です。
◎必ず上記2日間のいずれかで受付してください。

◎9：00スタート
◎スタート場所：通町筋

インターネット 専用振替用紙

申込み締め切り

熊本城マラソン
公式ホームページ

ゆうちょ銀行
郵便局窓口

申込み締め切り

※10：00
　受付開始

※17：00
　受付終了

※当日消印有効

当落結果通知

参加料入金締切

参加案内送付

参加受付

大会当日

FINISH

FINISH

市民会館
崇城大学ホール

■コース図 ※コースは一部変更になる場合があります。

■コース高低図
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FINISH
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〈フルマラソン〉

〈熊日30キロ〉

START

FINISH
START

歴史めぐりフルマラソン

金栗記念熊日30キロ
ロードレース

※矢印は各コースの順路
※熊日30キロロードレースの
　発着点は通町筋周辺

城下町4キロ


