
神戸マラソンは、
ゴールドコーストエアポートマラソンの提携大会です。

NEW NEW 神戸マラソン応援ランナー枠（先着200人）コース一部変更！
ポートアイランド内の距離短縮！！ ふるさと納税で出走権を進呈!４月３日（月）先行募集開始

17

■主催：兵庫県／神戸市／兵庫県教育委員会／神戸市教育委員会／一般財団法人兵庫陸上競技協会　■共催：神戸新聞社／朝日新聞社 
■企画・運営：神戸マラソン実行委員会　■主管：一般財団法人兵庫陸上競技協会
■特別協賛：シスメックス株式会社
■協賛（予定）：株式会社みなと銀行／株式会社城山／アシックスジャパン株式会社／山崎製パン株式会社／六甲バター株式会社 他



大会ゲストも
応援します！

おしゃれ
ランナー

賞

ランナーのみなさまへの応援や公式イベントに
参加していただき、大会を盛り上げていただき
ます。

ウェーブスタート

▶1992 バルセロナオリンピック
　　　　女子マラソン　銀 メダル
▶1996 アトランタオリンピック
　　　　女子マラソン　銅 メダル

プロ・ランニングコーチ、
駅伝・マラソン解説者

Ⓒ株式会社ラントゥービー

神戸ファッションウィークとの連携企画を今年も開催!
第7回神戸マラソン参加ランナーは、どなたでもご参
加いただけます。
大会当日に着用するウエア・シューズで写真撮影を実施
ヘアメイク・ジュエルアート・カメラマンによる撮影など、プロ
があなたのおしゃれをお手伝いします♪
後日、写真審査の上、受賞者には次回大会の出走権
（予定）や素敵な賞品をプレゼント
神戸の街をおしゃれに駆け抜けてみませんか？

日 時

場 所

11月17日（金）13:00～20:00（予定）
　　 18日（土）10:00～19:00（予定）
EXPO会場内　特設ブース

おしゃれ
ランナー

賞

おしゃれ
ランナー

賞

プロ・ランニングコーチ、
駅伝・マラソン解説者

神戸マラソンのオリジナルＴシャツは男女別パターンでご用意して
います。女性用は女性らしいシルエットのデザインとなっており、
おしゃれな女性にピッタリです！！

神戸マラソンではスタート時やコース走行中の混雑を緩和する
ために、グループごとに時間差でスタートするウェーブスタートを
採用しています。ランナーのみなさまからも「ウェーブスタートの
おかげで気持ちよく走れた」と大好評！！
ストレスのないコースを自分のペースで快走してください！

大会ゲストも
応援します！

※詳細は、後日大会ホームページでご案内いたします。※サイズをよくご確認の上、お申し込みください。

※イメージは
　第6回大会のものです。

大好
評！

今年
の

デザ
イン
は

お楽
しみ
に！！

参加賞は男女
別パターンの

オリジナルＴ
シャツ！！

ファッシ
ョン都

市・神戸

ならで
はのス

ペシャ
ル企画

有森 裕子
Yuko Arimori

金 哲彦
Tetsuhiko Kin

ます。



神戸マラソン応援ランナー枠

NEW

NEW

マラソンコース一部変更

シード枠

キラキラ女子ランナー枠

神戸マラソン初出場枠

神戸マラソンが年代・性別ごとに設定した「標準タイム」以内のベスト
タイムを有する方で、その記録が確認できる書類（記録証・完走証の
コピー）を提出できる方
※記録の有効期間は、「2015年4月～2017年3月」の2年間に開催された大会のみ
　とします。
※有効記録の対象大会は、日本陸上競技連盟公認大会とします。
※年齢は大会当日（平成29年11月19日）の満年齢とします。
※他の枠との重複エントリーはできません。
※国内居住者で日本語サイトからの個人エントリー者に限ります。

2,000人
※定員を超えた場合は抽選を行い、落選者は一般抽選の対象となります。

ダブル抽選

〒152-8532 （郵便番号のみの記入で郵送可）
神戸マラソンランナーコールセンター 行
※記録証・完走証のコピーに住所・名前（フリガナ）を必ず記入のうえ、郵送して
　ください（5月15日（月）消印有効）
※お送りいただいた記録証・完走証のコピーは返却いたしません。

記録証・完走証コピー送付先

応募資格

定  員

※標準タイムは、ネットタイムも有効とします。
※万が一、虚偽の申告があった場合は、判明した時点でいか
　なる理由があっても落選・失格となります。
※申告内容に疑義がある場合は、大会事務局から確認の連絡を
　させていただくことがあります。

39歳以下

40歳～44歳

45歳～49歳 

50歳～54歳 

55歳～59歳

60歳～64歳

65歳～69歳 

70歳～74歳 

75歳～79歳 

80歳～84歳

85歳以上

3：15：00

3：18：00

3：21：00

3：30：00

3：35：00

3：40：00

3：45：00

4：00：00

4：15：00

5：00：00

　　　　　　    6：40：00

3：45：00

3：48：00

3：50：00

3：55：00

4：00：00

4：10：00

4：25：00

4：45：00

5：20：00

6：40：00

年齢 男性 女性

標　準
タイム
マラソン
（42.195㎞）

初めてエントリーされる方など、過去に神戸マラソンの出場経験がない方
※他の枠との重複エントリーはできません。
※国内居住者で日本語サイトからの個人エントリー者に限ります。

※定員を超えた場合は抽選を行い、落選者は一般抽選の対象となります。

※定員を超えた場合は抽選を行い、落選者は一般抽選の対象となります。

2,000人 ダブル抽選

応募資格

定  員

※他の枠との重複エントリーはできません。
※国内居住者で日本語サイトからの個人エントリー者に限ります。

応募資格

● 専用スタートブロックを設定
● 特別ナンバーカードを配付

500人 ダブル抽選

特  典

定  員

女 性

兵庫県「ふるさとひょうご寄附金」または神戸市「ふるさとKOBE寄附金」に
10万円以上（注）寄附していただいた方

ポートアイランド内の距離を短縮し、より走りやすいコースとなりました！

※寄附の対象は、「神戸マラソン開催応援プロジェクト」に限ります。　※寄附はふるさとチョイスでの申請、Yahoo!公金払いに限ります。
※寄附後の返金は一切できません。(注)寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税と住民税から原則として全額が控除されます（一定の上限はあります）。

対 象 者

定  員

第７回神戸マラソン出走権（１人分）  〔参加料・事務手数料等は別途必要〕
※寄附者本人以外で参加資格を満たす方が出走することもできます。ただし、寄附申し込み時に必ず申告してください。

特  典

※本枠は通常の申し込み方法と異なりますので、「申し込みから大会参加までの流れ」を確認してください。
※出走するためには、別途、参加申し込み手続きが必要です。　※大会終了後、大会の質向上のためのアンケートにご協力をお願いします。

そ の 他

先着200人（兵庫県・神戸市 各100人）  ※4月3日（月）13：00から先着順

兵庫県または神戸市へ
「ふるさと納税」を
される方に、第７回
神戸マラソンの

出走権を進呈します。

NEW

NEW

※上記の資格者はエントリーいただくと、抽選なしで出走していただけます。
※出走するためには、通常の参加申し込み手続きが必要です。
※他の枠との重複エントリーはできません。
※応募有資格者には、大会事務局から別途ご案内します。

応募資格

● 専用スタートブロックを設定
｠ 第6回神戸マラソンの総合男子200位、総合女子100位までの方
● 特別ナンバーカードを配付
｠ 第6回神戸マラソンの総合・年代別8位までの入賞者
● 神戸マラソン連続入賞者表彰制度
｠ 第6回大会以降、3年連続で総合・年代別8位までの入賞者
　（特別ナンバーカード配付対象者）を表彰します。

特  典

第６回神戸マラソンの成績で、総合男子200位・総合女子100位
（グロスタイム）まで及び年代別男女各10位（ネットタイム）までの方

年代別チャレンジ枠

詳細はコースMAPをご覧ください詳細はコースMAPをご覧ください



■大会名称
第7回神戸マラソン（KOBE MARATHON 2017）

■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

■企画・運営
神戸マラソン実行委員会

■主管
（一財）兵庫陸上競技協会
■後援（予定）
（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／（一社）
兵庫県医師会／（一社）神戸市医師会／（公社）兵庫県看護協会／（公財）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／（一財）神戸国際観光コンベンション協会／西日本旅客鉄道㈱／関西鉄道
協会／（公社）兵庫県バス協会／（一社）兵庫県トラック協会／（一社）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／㈱サンテレビジョン／
朝日放送㈱／㈱ラジオ関西

■参加資格
1999年（平成11年）4月1日以前に生まれた者
　  ①登録：日本陸上競技連盟登録競技者　
　  ②一般：日本陸上競技連盟未登録者等
※①、②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30分以内に完走できる者。
※公序良俗に反し、スポーツイベントにふさわしくない服装・仮装等は認められません。
　また、日本陸上競技連盟登録競技者の仮装は禁止します。

　  ※車いすでの参加はできません。
　　　　　　　※障がい者（身体障害者手帳等をお持ちの方）で単独走行が困難な方は伴走者を1人

　　　 つけることができます（盲導犬の伴走はできません）。
■参加申込
（１）方法
　  インターネットでお申し込みください。　www.kobe-marathon.net
　  ※専用振替用紙による申し込みはありません。
（2）期間
　  2017年（平成29年）4月6日（木）10：00から5月15日（月）17：00まで
　  ※神戸マラソン応援ランナー枠は2017年（平成29年）4月3日（月）13：00から
（3）参加者の決定
　  定員を超えた場合は、抽選を行います。
　  ※神戸マラソン応援ランナー枠、海外居住者枠は先着順
　  当落結果は、6月13日（火）（予定）に通知します。
（4）参加料入金
　  当選者は指定期日までに指定の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。
（5）注意事項
　  　障がい者（身体障害者手帳等をお持ちの方）は、申し込みの際に必要事項を入力してください。
■参加者受付
（1）日時：2017年（平成29年）11月17日（金）13：00～20：00（最終入場）（予定）
            　　　　　　　　　　　18日（土）10：00～19：00（最終入場）（予定）
（2）場所：神戸国際展示場（ＥＸＰＯ会場）

※上記時間帯以外及び大会当日（11月19日）の受付は行いません。
※伴走者も上記日時に受付を行ってください。
※受付時に本人確認を行います（代理による受付はできません）。
※本人確認書類を持参しない場合は受付できません。
※障がい者は、身体障害者手帳等を持参してください。

■表彰
　　総　合：男女各1位～8位
　　年代別：5歳刻みの男女各1位～8位
　　※総合の表彰対象者を除く。賞状は後日送付します。

■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、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、応急処置や医療機関との連携、記録発表（ラン
キング等）等に利用します。
※主催者または神戸マラソンランナーコールセンターから申込内容に関する確認連
　絡をすることがあります。

エントリー区分

個人
※1・※2

グループ
（2～3人）※1

カテゴリー

①登録
②一般

一般

20,000人
※3 

7時間
※4・※5

10,300円
チャリティ募金
100円を含む ※6

定員 制限時間 参加料（一人あたり）

募 集 要 項

■特別協賛
シスメックス㈱

■日時
2017年（平成29年）11月19日（日）　   スタート 9:00～　終了 16:00
※ウェーブスタートを実施します。各ウェーブのスタート時刻については後日ご案内します。

■種目
マラソン（42.195㎞）

※１. エントリー区分の重複申し込みはできません。
※2. シード枠、年代別チャレンジ枠、キラキラ女子ランナー枠、神戸マラソン初出場枠、神戸
　　 マラソン応援ランナー枠は個人エントリーのみとなります。
※3. シード枠、年代別チャレンジ枠、キラキラ女子ランナー枠、神戸マラソン初出場枠、神戸
　　 マラソン応援ランナー枠、海外居住者枠、被災地枠、障がい者（身体障害者手帳等を
　　 お持ちの方）枠、団体ボランティア出走枠を含みます。
※4. 制限時間は第１号砲を基準としたものです。
※5. 交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設けます。時刻等についてはウェーブスタート
　　 の詳細が決定し次第発表します。関門以外にも著しく遅れた場合は、競技を中止して
　　 いただきます。
※6. チャリティ募金は神戸マラソンフレンドシップバンクで活用させていただきます。

■コース
神戸市役所前をスタートし、明石海峡大橋の西方（垂水区西舞子）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日本陸上競技連盟及び
AIMS公認コース（予定）。

■競技規則
2017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。

■エントリー区分╱カテゴリー╱定員╱制限時間╱参加料

■協賛（予定）
㈱みなと銀行／㈱城山／アシックスジャパン㈱／山崎製パン㈱／六甲バター㈱／
神戸新交通㈱／ＴＯＡ㈱／㈱ロック・フィールド／㈱神戸製鋼所／近畿日本ツー
リスト㈱／住友ゴム工業㈱／富永貿易㈱／カネテツデリカフーズ㈱／フジッコ㈱／
神戸トヨペット㈱／㈱ジェイコムウエスト／大和ハウスグループ／スカイマーク㈱

※申込時にTシャツサイズが未入力の場合、男女ともにMとさせていただきます。
※男性が女性用Tシャツを、女性が男性用Tシャツを選ぶことはできません。
※女性用Tシャツは、少しタイトなデザインとなっています。サイズ選択には注意してください。
※運営の都合上、Tシャツサイズのご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。

■参加賞
　参加者にオリジナルＴシャツをお渡ししますので、下記のサイズ表（ＪＡＳＰＯ規格）を
　参考に入力してください。

■参加料・事務手数料等

サイズ
身長（目安）

胸囲（目安）

S
165

88

M
170

92

L
175

96

XL
180

100

XXL
185

104

男性用 （単位 : ㎝）

サイズ

身長（目安）
胸囲（目安）

S

155
80

M

160
83

L

165
86

XL

170
89

女性用 （単位 : ㎝）

※1 神戸マラソン応援ランナー枠で申し込みされる場合は銀行振込のみとなります。
※2 多言語エントリーサイト（海外居住者枠に対応）をご利用の方は、事務手数料3,400円となります。
※3 神戸マラソン応援ランナー枠で申し込みされる場合は②チャリティナンバーカードとオリジナルグッズ（3,000円）の申し込みはできません。

申込方法

インターネット
（日本語エントリー） 510円

0円

1,000円

3,000円

チャリティグッズ非申込者

①チャリティナンバーカード申込者

②チャリティナンバーカードとオリジナルグッズ申込者

10,810円

11,810円

13,810円

10,300円

参加料支払方法 ※1 参加料 事務手数料  ※2 チャリティグッズ ※3 合計額

カード決済

または

コンビニ支払い



（1）ランナーコールセンター及び事務局への申し込み状況・抽選結果等のお問い合わせ・
　　照会はできませんので、ご了承ください。
（２）ご利用の端末機、OS、ブラウザソフトによっては申し込みできないことがあります。
（３）6月13日（火）（予定）に申込者全員にEメールで抽選結果をお知らせいたしますが、　
　　ご登録いただいたEメールアドレスの不備などによる通知の不着・未着について、再確
　　認はいたしませんので予めご了承ください。また、Eメールの受信設定やセキュリティ
　　ソフトの設定により、抽選結果等のEメールが受信できない場合がありますが、それに
　　伴い不利益が生じても一切責任を負いません。なお、RUNNETマイページのエントリー
　　履歴でも抽選結果を確認できます。
（４）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

大会の約1ヶ月前にご案内します。
※参加案内通知は、RUNNETマイページからのダウンロードサービスを予定して
　います。詳細は後日大会ホームページでご案内いたします。

10月中旬

大会当日11月19日（日） スタート：神戸市役所前
フィニッシュ：ポートアイランド（市民広場付近）スタート9：00～

参加案内

インターネットで１０：00から受付を開始します。
www.kobe-marathon.net

2017年４月6日（木）
申込受付開始

6月13日（火）（予定）

申し込みの方全員にEメールで通知します。

当落結果通知

所定の方法で参加料等をお支払いください。

7月4日（火）
参加料入金締切

申込締切
17：００まで　※定員を超えた場合は、抽選を行います。

5月15日（月）

大会当日は、ランナー受付を行いません。
本人確認のため、本人確認書類が必要です。
※必ず左記の２日間のいずれかで受付してください。
※障がい者は必ず身体障害者手帳等を持参してください。

場所：神戸国際展示場（EXPO会場）

ランナー受付
11月17日（金）

１3：００～20：0０（最終入場）（予定）

11月18日（土）
１０：００～１９：0０（最終入場）（予定）

● 申し込みから大会参加までの流れ ●

● その他注意事項 ●

（１）エントリー時の虚偽申告、受付時の代理受付、出場権の権利譲渡、大会当日の代理出走は禁止します。
（２）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。
（3）公序良俗に反し、スポーツイベントにふさわしくない服装・仮装等の着用は認められません。

（１）同一人物による重複申し込みは、落選の対象となりますのでご注意ください。こうした
　　行為が判明した場合は失格とし、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
（２）名前、年齢、性別、国籍、居住地、記録等の虚偽申告は認めません。
　　また、大会での代理出走、出場権の権利譲渡は認めません。こうした行為が判明した
　　場合は失格とし、主催者はいかなる補償・返金もいたしません。
（３）申し込み手続き後の自己都合による登録内容変更・修正（一部除く）、キャンセルは
　　できません。登録内容に確認が必要な場合のみ、事務局からご連絡先のEメール
　　アドレスまたは電話番号宛に問い合わせをします。
（４）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。
（５）主催者の責によらない事由（地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等）で大会が中止と
　　なった場合、参加料等の返金は一切行いません。

（６）大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者は一切の
　　責任を負いません。
（７）主催者は負傷、疾病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。
（８）大会会場（コース上を含む）に企業名・商品名等を意味する図案及び商標等、
　　広告的なものを表示することを禁止します。
（９）大会中の映像・写真・記事・記録・申込者の名前、年齢、住所（国名、都道府県
　　名、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。
（10）主催者は、個人情報の保護法令等を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。
（11）本大会は国内の関連するすべての法律等を遵守し、実施されるものとします。
（12）主催者は申込規約の他、大会規約に則って開催します。

　　　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】を領収書に代えさせていただきます。
　　●コンビニエンスストア、銀行振込（神戸マラソン応援ランナー枠のみ）での支払いの場合
　　　領収書の発行はいたしません。お振り込みの控えを領収書に代えさせていた
　　　だきます。
（５）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。
　　なお、停止時間分の記録修正は行いません。
（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）未成年者は、必ず保護者の同意を得て申し込んでください。
（８）上記の他、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。
（９）この募集要項は第7回神戸マラソンのものです。

神戸マラソンでは「世界一」ランナーマナーのよい大会をめざし、共に走り、喜びを共有し合えるランナーの参加をお待ちしています。
参加者ひとりひとりがマナーを守り、お互いに協力し合いながら「世界一」ランナーマナーのよい大会を創りあげましょう！

● 神戸マラソン申込規約 ●
大会申込に際して、参加者は下記の申込規約に同意の上、必要事項を入力してください。

神戸マラソン
からのお願い

神戸マラソン応援ランナー枠 一般枠・特別枠

寄附入金確認後、出走者にEメールで神戸マラソン参加申込と
参加料入金の方法をご案内します。

神戸マラソン参加申込・参加料入金の案内
寄  附  入  金  確  認  後  、  随  時

神戸マラソン参加申込書を神戸マラソン実行委員会
事務局に提出し、参加料を指定口座に入金してください。

神戸マラソン参加申込・参加料入金
随　時

インターネットで１3：００から寄附の受付を開始します。
※兵庫県・神戸市 各100人先着

寄附の受付開始
2017年４月3日（月）

NEW
先着
200人

兵庫県の「ふるさとひょうご寄附金」または神戸市の「ふるさと
KOBE寄附金」に寄附をお願いします。　
www.kobe-marathon.net
※寄附者本人以外の出走を希望する方は事前に了承を得て、出走者の
　情報を寄附申し込みフォームに必ず記入してください。
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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8階　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、祝日を除きます）

コースMAP コースを一部変更しました！

ポートアイランド内のコースを一部変更しました。

〒152-8532 （郵便番号のみの記入で郵送可）

● お問い合わせ先
申し込みに関するお問い合わせ・年代別チャレンジ枠記録証（完走証）送付

神戸マラソンランナーコールセンター TEL.0570-018-500
受付時間：10:00～17：00 （土、日、祝日を除きます）

［４月3日（月）10：00からの開局となります］

宿泊に関するお問い合わせ

神戸マラソンでは、阪神・淡路大震災の経験と教訓から、人的・物的・財的の3つの支援を柱に、国内外の
被災地等を支援する「フレンドシップバンク」を設立しています。大会と関連するさまざまな企画の中で
バンクストックの充実を図り、自然災害の被災地等を総合的に支援するマラソン大会を目指します。

人的支援
広域イベントや地域におけるボランティア活動に
継続的に参加いただけるよう「ひょうごボランタリー
プラザ」と連携し、「のじぎくボランタリーネット」への
登録を募っています。登録いただくとさまざまな
ボランティア情報を提供するメールマガジン「のじ
ぎくV-NEWS」が定期的に配信されます。

ひょうごボランタリープラザ

随時、寄附金を受け付けておりますので、詳しくは、大会ホームページをご覧ください。 

ボランティア募集については、大会ホームページでご案内いたします。

応援放水

物的支援
大会で作成した未使用のTシャツ・タオル等や、大
会当日にランナーから提供していただいたウエア
等をクリーニングのうえ保管し、国内外の自然災
害被災地や開発途上国へ送ります。

● 阿蘇市社会福祉協議会
● 洲本市社会福祉協議会
● 滋賀県高島市社会福祉協議会
● 丹波市災害救援物資センター他、
NPO法人日本救援衣料センターを
通じて開発途上国へ寄附

これまでの主な支援先

財的支援
参加料の一部をチャリティとして寄附いただく
「チャリティ募金」をはじめ、チャリティグッズの販
売や募金箱の設置等を行い、被災者支援に活用
します。

● 東日本大震災みやぎこども育英募金
● いわての学び希望基金
● 福島県寄附金
● ネパール地震兵庫県義援金募集委員会
● 熊本地震兵庫県義援金募集委員会
● NPO法人等公募寄附先団体　等

これまでの主な支援先

ご希望の方は、エントリー時に以下のチャリティグッズをお申し込みいただけます。
お申し込みいただいたチャリティ募金は神戸マラソンフレンドシップバンクで活用させていただきます。

チャリティナンバーカードは、ご自分のお名前やニックネームを前面と背面に表示できます。

［前面］ ［背面］

※チャリティナンバーカードのイメージ

チャリティグッズのご案内

①ご自分のお名前（フルネーム）を表示
②ニックネームを表示
　【注意事項】ニックネームが下記の場合、受付できません。
　● 会社名、企業名、屋号、商品名　● 数字、顔文字、記号のみ及びこれらを組み合わせたもの
　● 宗教・信仰に関するもの　● 差別・ 禁止用語と判断されるもの
　● 公序良俗に反すると判断されるもの　● その他、主催者が不適切と判断した場合

③チャリティ募金のみ（お名前等の入力をしない場合、表示されません）

名前や

ニックネー
ムで

応援される
と

 パワー100倍
！

名前や

ニックネー
ムで

応援される
と

 パワー100倍
！

1,000円コース1 チャリティ
ナンバーカード 3,000円コース2 チャリティナンバーカードと

オリジナルグッズ

お申し込み時に下記①～③のいずれかをお選びください。 ※日本陸上競技連盟登録選手は、チャリティナンバーカードをつけることができません。

NEW

変更点

垂水区西舞子付近

点線は旧コース


