
 開催要項  

 

イベント名称 ／  神戸マラソン ランニングイベント「Thanks & Friendship RUN」 

 

日 時 ／ 2021年 11月 21日（日）9:00～15:00（予定） 

 

会 場 ／ ノエビアスタジアム神戸及び御崎公園 周回コース（１周約１km） 

        御崎公園芝生広場 

 

主 催 ／ 神戸マラソン実行委員会 

 

協 力 ／ 一般財団法人兵庫陸上競技協会 

 

内 容 等 ／ 

※各部とも先着順で定員になり次第締切となります。 

 

募 集 期 間 ／ 9月 1日（水）～9月 21日（火） 

受付開始は延期します。開始日時が決まり次第お知らせいたします。 

※リレーマラソンは、上記期間に代表者がエントリーし、9月下旬～ 

10月初旬にメンバー登録の予定 

 

申 込 方 法 ／ インターネット（PC,スマートフォン等）のみによる 

 

表  彰 ／ なし（ファンラン、リレーマラソンは完走証を発行） 

 

 第１部（9：00～10：00） 第２部（10：45～12：15） 第３部（10：30～15：00） 

内 容 

ファンラン 

① ファミリーⅠ（約１km）   
満４歳～小学３年生 

② ファミリーⅡ（約２km） 
小学４～６年生 

金哲彦さんと小林祐梨

子さんによるランニン

グ教室 

リレーマラソン 

(リレー方式で約 42km) 

募集数 

①ファミリーⅠ     
100組（200人） 

②ファミリーⅡ     
50組（100人） 

100人 
5～10人編成 100 ﾁｰﾑ  

(1,000人以内) 

対象者 
県内在住・在学の満４歳 
～小学６年生と保護者の
ペア 

18 歳以上の県内在住・
在勤・在学者 

18 歳以上の県内在住・
在勤・在学者 

参加料 
１組 2,000円 

（保険加入料含む） 

１人 1,000円 

（保険加入料含む） 

１チーム 15,000円 

（保険加入料含む） 



参 加 賞 ／ あり（神戸マラソンランニングイベントオリジナル マフラータオル） 

そ の 他 ／  

 １．神戸マラソン ランニングイベント「Thanks & Friendship RUN」では、(公財)日本 

  陸上競技連盟の「陸上競技活動再開のガイダンス」等を参考に、新型コロナウイルス 

感染症対策を実施します。 

   「申込規約・注意事項」及び「Thanks & Friendship RUNにおける感染症対策につい 

て」を必ず確認し、同意のうえ参加申込をお願いします。なお、同意いただけない方 

については参加いただけません。 

 ２．コースや内容は一部変更になる可能性があります。変更になった場合は、神戸マラ 

ソンホームページにてお知らせします。 

 ３．感染症予防対策のため、主催者側で飲食ブースや昼食は用意しません。各自でご用 

意をお願いします。※公園内で飲酒や BBQ等はできません。 

 

【申込規約】 

１．各部において、同一人物による重複申込はできません。こうした行為が判明した場 

合は、参加不可となるとともに返金はいたしませんので、十分ご留意願います。 

２．名前、年齢、居住地等の虚偽申告は認めません。また、エントリーされた方以外の 

出走も認めません。こうした行為が判明した場合はチーム全員を失格とし、主催者は 

いかなる補償・返金もいたしません。 

３．ランニング教室及びリレーマラソンの参加資格の年齢は、令和３年 11月 21日時点 

の年齢となります。 

４．エントリー及び入金後の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、主催事務局からご連絡先のＥメールアドレス又は電話番号宛てにご連絡します。 

５．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。 

６．自然災害や事故・事件、疫病等、主催者の責によらない事由で本イベントが中止と 

なった場合、新型コロナウイルス感染症の拡大により主催者が中止と判断した場合、 

参加料については、返金しませんので、あらかじめご了承ください。 

７．来場時の公共交通機関や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。 

８．競技中の傷病に対しては応急処置のみ主催者にて行いますが、その後は一切の責任 

を負いません。 

９．主催者は新型コロナウイルス感染症の感染に対しては一切の責任を負いません。ま 

た、本イベントで加入する保険は新型コロナウイルス感染症の感染については補償適 

用外となります。 

10．本イベント会場（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はご遠慮ください。 

11. 本イベント中の映像、写真、記事、記録、申込者氏名、年齢、住所（都道府県名、 

市区町名）、肖像等の個人情報について、主催者が報道、掲載、利用することにつき、 

ご了承をいただいたものとみなします。 



 

12. 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。参加者への 

サービス向上や感染症予防対策を目的として、参加案内、関連情報の通知、協賛・協 

力・共催・関係団体からのサービスの提供、応急処置や保健所、医療機関等との連携 

に利用します。 

13. 本イベント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。 

14. 主催者は「申込規約」の他、「募集要項」、「Thanks & Friendship RUNにおける感染 

症対策について」等に則って開催します。 

 

【注意事項】 

１．申し込み状況のお問い合わせ・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．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、 

再確認はしませんのであらかじめご了承ください。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、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マイページからもエント 

リー履歴からもエントリー状況を確認することができます。 

４．サーバーメンテナンス等により、予告なくサービスが一時的に停止する場合があり 

 ます。 

５．参加料等の領収書は発行しません。クレジットカード会社発行の「利用明細書」等 

を領収書としてご使用ください。 

６．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。 

７．イベント終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、登録し 

ているアプリ等へ報告するとともに、主催者に対しても速やかにご連絡ください。 

８．上記の他、本イベント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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 神戸マラソン Thanks & Friendship RUN における感染症対策について  

新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組と参加者の皆さまへのお願い 

11 月 21 日（日）の Thanks & Friendship RUN の開催については、「陸上競技活動再開のガイダン 

ス」（（公財）日本陸上競技連盟）等を基に、以下の新型コロナウイルス感染症防止策を実施します。 

参加者の皆さまの安全と安心を確保するためにも、必ずご一読いただき、ご理解・ご協力くださいますよう、よ 

ろしくお願いします。 

  ※エントリーいただいた時点で下記の取組や同意事項を了承していただいたものとします。 

  ※こちらは、社会情勢や各種ガイダンスの状況も鑑みながら内容を変更する可能性があります。 

 

■参加者の皆さまへ 

   下記に記載する事項について、必ず同意のうえ参加をお願いします。 

   ①主催者からの健康状態の確認に応じてください。（イベント開催の 1 週間前、当日、終了後 2 週間） 

   ②イベント当日に 37.5℃以上の発熱が確認された場合、主催者は参加をお断りします。 

   ③以降に記載する、お願い事項に応じてください。（マスクの着用、検温の実施等） 

   ④主催者は、参加ランナーのけが等に関する保険には加入しますが、新型コロナウイルス感染症に対しては 

一切補償しません。 

   ⑤主催者は感染症対策を実施しますが、参加ランナー、関係者（同伴者等）、競技運営関係者の感染 

に対するいかなる責任も負いません。 

   ※新型コロナウイルス感染症は、65 歳以上及び基礎疾患を有する方の場合、重症化するリスクが高いとさ

れています。参加にあたっては、慎重に判断してください。 

 

■イベント参加の前に 

    体調管理 

     〇事前に健康診断を受けるなど体調には万全の配慮をし、自己責任で参加してください。 

     〇以下の事項に該当する場合は参加を見合わせてください。 

      ・体調がよくない場合（発熱や咳、頭痛等）。 

      ・同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合。 

      ・感染疑い症状の発生及び過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされ 

ている国、地域等への渡航または、当該在住者との濃厚接触がある場合。 

      ・過去 14 日以内に PCR 検査もしくは抗原検査で陽性反応、保健所から濃厚接触者と認められた 

場合。 

     〇イベント１週間前から当日まで、ランナーは全員検温等の健康チェックを行い、「新型コロナウイルス感 

染症についての体調管理チェックシート」を各自でホームページよりダウンロードして記入していただき、当 

日持参してください。 

      ※登録代表者が健康管理責任者として、チームおよびペア全員のチェックシートを集約し、受付で主催 

者に提出してください。 

     ※チェックシートが提出されない、または適切に健康管理されていないと主催者が判断した場合、参加を 



お断りします。  

 

    新型コロナ追跡システムへの登録 

     〇下記の追跡システムへの登録にご協力をお願いします。 

      ＜兵庫県新型コロナ追跡システム＞ 会場に掲示している QR コードから登録してください。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした、兵庫県の運営するシステムです。 

登録していただくと、ノエビアスタジアム神戸と御崎公園で新型コロナウイルスの感染が確認された 

際、兵庫県が感染拡大のおそれを判断して、LINE メッセージまたはメールにより注意喚起情報を送 

ります。 

      ＜新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」＞  

厚生労働省が開発した、新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」は、プライバシーを確保し 

ながら新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、通知を受けることができます。 

利用者は陽性者と接触した可能性が分かることで、検査の受診など保健所のサポートを早く受ける 

ことができ、感染拡大の防止につながることが期待されています。ご自身のスマートフォンにインストール 

してご活用ください。 

 

  ■イベント当日 

    来場時のお願い 

     〇感染防止のため、更衣室は開放しません。あらかじめ走ることのできる服装でご来場ください。また、飲 

食の販売もありませんので各自で準備してください。 

     ※会場内で飲酒はできません。 

     

会場内でのお願い（同伴者も含む） 

     〇受付で、検温・手指消毒・マスク等着用の確認を実施します。37.5℃以上の発熱が確認された場合 

はイベントへの参加をお断りします。 

     〇本イベントへの参加は、同伴者も含めてマスク等の着用を必須とします。（走行時は除く）マスク等を 

着用していただけない場合は入場をお断りします。 

     〇こまめな手洗いと手指消毒を実施してください。 

     〇他の参加者、同伴者、イベントスタッフ等との距離を確保してください。（最低 1m～2m 程度） 

     ※障がい者の誘導や介助を行う場合を除きます。 

     〇大声での会話や応援は控えてください。 

     〇ごみ箱は設置しておりません。ごみは各自で持ち帰ってください。 

      特に、鼻水・唾液の付着したごみはビニール袋などに入れて必ず持ち帰ってください。 

     〇その他、主催者が感染防止のために講じた措置を遵守してください。 

    競技中の皆さまへのお願い 

     〇ランニング中は、呼吸が激しくなりますので他のランナーとの距離を十分（2m 以上）取ってください。 

また、前後のランナーの呼気の影響を避けるため、進行方向一直線とならないように走行してください。 

並走または斜めの位置を確保することをおすすめします。 



     

〇タオルの共用は避け、また、唾や痰を吐かないようにお願いします。 

     〇体調不良を感じた場合は、速やかに会場内及びコース上の救護スタッフに申し出てください。 

 

■イベント終了後 

     〇イベント終了後の移動や、飲食時においても 3 密を避けてください。 

     〇参加されたランナーは、イベント終了後 2 週間、体調管理チェックシートを記入し体調管理をしてくださ 

い。発熱などの感染疑い症状が 4 日以上続く場合は、登録している新型コロナ追跡システムおよび主 

催者に報告してください。 

     〇イベント終了後に感染症に感染した参加者が確認された場合には、その感染経路の特定に協力をお 

願いします。 

 

  ■本対策の記載事項について 

     本対策に記載された事項は、新型コロナウイルスの感染状況及び政府・自治体からの要請等により追 

加・変更されることがあります。 

 

  ■開催にあたっての取組 

     〇Thanks & Friendship RUN では、開催にあたり参加者の皆さまへのお願い事項とともに下記の取 

組を実施します。 

     <来場時>   ・密が発生しないよう、スタッフによる注意喚起 

               ・更衣室の利用禁止 

               ・飲食の販売を実施しない 

 

     <受付時>   ・入場時に検温を実施 

               ・手指消毒の徹底 

               ・受付で感染症対策の告知 

               ・可能な限りの非接触での受付を実施 

 

     <イベント中>  ・参加者へのお願い事項の告知 

               ・フィジカル・ディスタンシングを考慮した待機エリア、スタート地点、リレーゾーン設定 

               ・手指消毒液の設置 

               ・密が発生しないよう、スタッフによる注意喚起 

               ・会場内の消毒と清掃の徹底 

               ・救護室の設置と救護スタッフの配置 

 

     <スタッフ>    ・マスクまたはフェイスシールドの着用 

               ・室内の換気の実施と 3 密の回避 

               ・スタッフ同士の 3 密の回避を徹底 


