
■コース高低図

クォーターマラソンフィニッシュスタート マラソンフィニッシュ
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マラソン中間点

●この募集パンフレットをご希望の方、また専用振替用紙をご希望の方は
（1）希望枚数を明記した紙
（2）返信用切手（1部120円、2～3部140円、4～6部200円、7～10部240円、11～20部390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）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5月1日（水）必着となります。

　●　切手不足の場合、返送ができませんのでご注意ください。
　●　5月1日を過ぎた場合、返送ができませんので早めにご請求ください。
　●　返信用切手は、返信用封筒に貼っていただきお送りください。

神戸マラソン実行委員会事務局

神戸マラソン宿泊予約センター
〒650-0032 神戸市中央区伊藤町121神戸伊藤町ビル8F　近畿日本ツーリスト株式会社　神戸支店内

TEL.078-321-0644
受付時間：10:00～17：00（土、日、祝祭日を除きます）

■コースMAP

■お問い合わせ先

申し込みに関するお問い合わせ、募集パンフレットのご請求、専用振替用紙のご請求先

神戸マラソンエントリーセンター
〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-15 アセンズ新大阪ビル1F アールビーズ内「神戸マラソンエントリーセンター」

TEL.06-6305-6365
受付時間：10:00～17：00 （土、日、祝祭日を除きます）

［4月22日（月）からの開局となります］

ご注意ください

このパンフレットは神戸マラソン公式ホームページ（http://www.kobe-marathon.net/)から
ダウンロードできます。 神戸マラソン2013

宿泊に関するお問い合わせ先

ノエビアスタジアム神戸



■大会名称
第3回神戸マラソン
（英文名：Kobe Marathon 2013）
■主催
兵庫県／神戸市／兵庫県教育委員会／神戸市教育委員会／（一財）兵庫陸上競技協会

■共催
神戸新聞社／朝日新聞社

■主管
（一財）兵庫陸上競技協会
■後援
（公財）日本陸上競技連盟／（公財）兵庫県体育協会／（公財）神戸市スポーツ教育協会
／兵庫県スポーツ推進委員会／神戸市スポーツ推進委員協議会／（公財）兵庫県障
害者スポーツ協会／（社福）神戸市社会福祉協議会／スポーツクラブ２１ひょうご全
県連絡協議会／兵庫県商工会議所連合会／神戸市商店街連合会／（社）兵庫県
医師会／（社）神戸市医師会／（公社）兵庫県看護協会／（財）兵庫県消防協会／
神戸市消防協会／兵庫県ボランティア協会／（公社）ひょうごツーリズム協会／
（財）神戸国際観光コンベンション協会／西日本旅客鉄道（株）／関西鉄道協会／
（公社）兵庫県バス協会／（社）兵庫県トラック協会／（社）兵庫県タクシー協会／
（一財）ひょうご経済研究所／ＮＨＫ神戸放送局／（株）サンテレビジョン／
（株）ラジオ関西　（予定）

■表彰
＜マラソン＞　　　　　 【1】総合男女各1位～8位を表彰します。
　　　　　　　　　　　【2】年代別5歳刻みの男女各1位～3位を表彰します。
　　　　　　　　　　　　（【1】の表彰対象者を除く。賞状は後日送付）　　　
＜クォーターマラソン＞　表彰は行いません。
■参加資格
（1）マラソン：1995年（平成7年）4月1日以前に生まれた者
　❶登録：日本陸上競技連盟登録競技者　
　❷一般：日本陸上競技連盟未登録者等
※❶、❷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40分以内に完走できる者。
※車いすでの参加は不可とします。
※障がい者（障害者手帳をお持ちの方）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。（盲導犬の伴走は不可とします）

（2）クォーターマラソン：1998年（平成10年）4月1日以前に生まれた者
　一般：1時間30分以内に完走できる者
※車いすでの参加は不可とします。
※障がい者（障害者手帳をお持ちの方）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。（盲導犬の伴走は不可とします）
※クォーターマラソンはファンランです。

■参加者受付
（1）日程：2013年（平成25年）11月15日（金）・16日（土）
（2）時間：10：00～19：00（最終入場）
（3）場所：神戸国際展示場（ＥＸＰＯ会場）（予定）

　※大会当日（11月17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る本人確認を行います。（代理受付不可）
　※伴走者も上記日程にて受付をしてください。　
　※身分証明書等を持参しない場合は受付はできません。

■個人情報について

■その他
（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。
（3）参加者の手荷物は、スタート地点からフィニッシュ地点まで主催者で搬送しま

す。途中道路事情等により手荷物の到着が遅れる場合があります。
（4）大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者は一切責任を

負いません。
（5）広告目的で大会会場（コース上も含む）に企業名・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。
（6）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。
（7）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。
（8）参加料等の領収書について

　●クレジットカード決済の場合
　領収証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。お振込みの控えを領収書に代えさせていただきます。

（9）この募集要項は、第3回神戸マラソンのものです。

　チャリティグッズのご案内
ご希望の方には、エントリー時に以下のオリジナルチャリティグッズをお選
びいただけます。
　❶　 500円 : チャリティナンバーカード
　❷ 3,000円：チャリティナンバーカードとオリジナルグッズ

種目

マラソン
（42.195㎞）

申込方法
個人エントリー

※1
グループエントリー
（2～3名）※1 ※2

クォーター
マラソン
（10.6㎞）

個人エントリー
※1

カテゴリー
❶登録
❷一般

一般

一般

18,000人
※3

2,000人
※3

7時間
※4 ※5

1.5時間
※4 ※5

10,000円（1名あたり）
チャリティ募金100円を含む

※6　

5,000円（1名あたり）
チャリティ募金50円を含む

※6　

定員 制限時間 参加料

申込方法

インターネット

インターネット

専用振替用紙

専用振替用紙

0円

500円

0円

500円

500円

500円

500円

500円

0円

※120円

0円

※120円

0円

※120円
105円

0円

※120円
105円

10,500円

11,240円
11,225円

5,500円

6,240円
6,225円

10,000円

10,000円

5,000円

5,000円

申込時事務手数料 申込時払込手数料 参加料支払方法
カードのネット決済
コンビニのネット決済
専用振替用紙で支払い
コンビニで支払い
カードのネット決済
コンビニのネット決済
専用振替用紙で支払い
コンビニで支払い

当選時入金 当選時事務手数料 当選時払込手数料 合計額種目

マラソン

クォーター
マラソン

マラソン╱クォーターマラソン

インターネット  http://www.kobe-marathon.net/申込方法

申込時事務手数料

申込受付開始

申込締切

参加者の決定

当落結果通知

参加料入金

注意事項

専用振替用紙
最寄りのゆうちょ銀行・郵便局窓口

不要 500円

5月20日（月） 17時まで 5月10日（金） 当日消印有効

6月末日までにメールでご案内を予定しています。 6月末日までに郵送にてご案内を予定しています。

4月22日（月）　※インターネットサイトは10時より

定員を超えた場合は抽選を行います。　※状況により追加当選通知を行う場合があります。

当選者は指定期日までに指定口座に参加料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。
支払い方法に応じて手数料の負担が必要になります。

関門場所
1
2
3
4
5
6
7
8
9

御旅公園
天神橋東詰
須磨一ノ谷プラザ
舞子公園東
垂水下水処理場前
須磨駅前
和田岬駅前
湊小学校前
神戸学院大学前

4.0
9.0
10.6
17.6
20.8
25.5
31.6
34.2
38.5

10：06
10：50
11：02
12：00
12：30
13：15
14：12
14：37
15：20

距離（㎞） 閉鎖時刻

Tシャツサイズ記入時に参考にしてください。（JASPO規格）

サイズ SS

身長（目安） 160cm

胸囲（目安） 84cm

S

165cm

88cm

M

170cm

92cm

L

175cm

96cm

O

180cm

100cm

XO

185cm

104cm

2XO

190cm

108cm

※申込時に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。

※個人エントリーとグループエントリーの重複申し込みはできません。専用振替用紙による申し込みを希望の方は、裏面の「神戸マラソンエントリーセンター」の欄をご参照ください。
※専用振替用紙の場合には申し込み時に事務手数料500円の払い込みが別途必要です。 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
申し込みをお勧めします。

※障がい者（障害者手帳をお持ちの方）は、申し込みの際に必要事項をご記入ください。

募 集 要 項

申 込 方 法 の ご 案 内
下記の方法で申し込みをしていただき、定員を超えた場合は抽選となりますので、当選した方のみ参加料をお支払いいただきます。
下記方法のいずれかをお選びの上、お手続きください。専用振替用紙をお選びの方は、申込時事務手数料として500円が必要となります。

インターネット（10時～）または
専用振替用紙にて受付を開始します。

４月22日（月）
申込受付開始
４月22日（月）
申込受付開始

●専用振替用紙で申し込みする場合は、申込時事務手数料の500円以外は入金しないようご注意ください。
※上記は、ゆうちょ銀行・郵便局窓口での金額です。ATMをご利用の場合は、金額が異なる場合があります。詳しくは、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお尋ねください。

参考：参加料・払込手数料等

■申し込みから大会参加までの流れ

■神戸マラソン申込規約

■申し込みに関する注意事項

申込締切日
★専用振替用紙：5月10日（金）当日消印有効
★インターネット：5月20日（月）17時まで申込締切日
※定員を超えた場合は、抽選を行います。

6月末 当落結果通知6月末 当落結果通知 申し込みの方全員に通知します。

7月中下旬 参加料入金締切 所定の方法で参加料をお支払いください。7月中下旬 参加料入金締切

10月下旬 参加案内送付 大会の約１ヶ月前に案内を送付します。
※詳細は後日公式ホームページにてご案内させて
　いただきます。

10月下旬 参加案内送付

11月17日（日） 大会当日11月17日（日） 大会当日 ★スタート：神戸市役所前
★クォーターマラソンフィニッシュ：須磨浦公園
★マラソンフィニッシュ：ポートアイランド
　　　　　　　　　　　（市民広場付近）　　　　　　　　

9：００ マラソンスタート
9：3０ クォーターマラソンスタート

（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）自己都合による申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。
（3）年齢・性別の虚偽申告、申し込み本人以外の出場（不正出場）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）大会中の映像・写真・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、大会規約に則って開催します。
（10）未成年者は必ず保護者の同意を得てエントリーしてください。
　　

（1）同一人物による重複申し込みは落選になりますので、ご注意ください。
（2）マラソンとクォーターマラソンの同時申し込み・同時参加はできません。必ず１人１種目での申し

込みとしてください。同一人物による複数種目申し込みが判明した場合は、失格とし、申し込み
後の返金はいたしません。

（3）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。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ります。

（4）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。

（5）エントリーセンター及び事務局へのお電話による申込応募状況・抽選結果のお問い合わせ・照会
等はできませんので、ご了承ください。

（6）６月末までに、申込者全員にＥメールもしくは郵送にて抽選結果をお知らせいたしますが、ご登録
いただ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、予めご了承ください。

（7）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もいたしません。返金もいたしません。

（8）郵便事情、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、主催者は一切の
責任を負いません。

（9）インターネット申し込みの場合、ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによって申し込みできない
ことがあります。

11月15日（金）
11月16日（土）

１０：００～１９：0０（最終入場）

11月15日（金）
11月16日（土）

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。
障がい者は必ず障害者手帳をお持ちください。
必ず左記２日間のいずれかで受付してください。
ランナー受付場所：
神戸国際展示場（EXPO会場）（予定）

１０：００～１９：0０（最終入場）

※参加者は下記の申込規約に同意の上、必要事項をご記入ください。

■特別協賛
シスメックス（株）
■協賛
（株）みなと銀行／川崎重工業（株）／アシックスジャパン（株）／山崎製パン（株）／
神戸新交通（株）／六甲バター（株）／城山電子（株）／㈱神戸製鋼所／TOA（株）／
（株）フォトクリエイト／近畿日本ツーリスト（株）／住友ゴム工業㈱／ダンロップ
スポーツ㈱／富永貿易㈱／カネテツデリカフーズ㈱／　（予定）
■開催日時
2013年（平成25年）11月17日（日）   9:00　マラソンスタート
　　　　　　　　　　　　　　　　 9：30　クォーターマラソンスタート
　　　　　　　　　　　　　　　　11:02　クォーターマラソン終了
　　　　　　　　　　　　　　　　16:00　マラソン終了

※１　個人エントリーとグループエントリーの重複申し込みはできません。
※２　グループエントリーはインターネットでの申し込みに限ります。
※３　障がい者（障害者手帳をお持ちの方）・海外・被災地・団体ボランティアの枠を含みます。
※４　制限時間は号砲を基準とします。
※５　交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時間を設けます。関門以外にも著しく遅れた場合は、 　
　　競技を中止させていただきます。
※６　参加料の1％をチャリティとして神戸マラソンフレンドシップバンクに寄付させていただきます。

今大会の関門閉鎖時刻（予定）

■競技規則
2013年度日本陸上競技連盟競技規則、本大会の大会規定によります。

■コース
（1）マラソン
　　神戸市役所前をスタートし、明石海峡大橋（県立舞子公園付近）を折り返し、
　　ポートアイランド（市民広場付近）をフィニッシュとするコース。
　　〈日本陸上競技連盟およびAIMS公認コース〉
（2）クォーターマラソン
　　神戸市役所前をスタートし、須磨浦公園をフィニッシュとするコース。

■種目╱定員╱制限時間╱参加料

※ご自分の名前等が印字されたチャリティナンバーカードを背面につけていただけます。
※集まったチャリティグッズ代から経費を除いた金額を、神戸マラソンフレンドシッ
　プバンクに寄付させていただきます。
※日本陸上競技連盟の登録選手は、チャリティナンバーカードを背面につけられません。
　予めご了承ください。
※詳細は後日公式ホームページにてご案内させていただきます。

　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、
大会協賛・協力・共催・関係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。
※主催者または神戸マラソンエントリーセンターから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。
※未成年者は必ず保護者の同意を得てエントリーしてください。

ランナー受付ランナー受付

■参加賞に記念Tシャツをお渡しします


