ランナー受付
EXPO

（神戸国際展示場）

一般抽選枠以外にも出走できるチャンス！ 大会ホームページより応募資格をご確認の上、エントリーください
年代別チャレンジ枠
［定員］

2,000人

ダブル
抽選

神戸マラソン応援ランナー枠

連続落選者枠
［定員］

1,500人

ダブル
抽選

6月10日（金）12：00〜

申し込み締め切り

6月30日（木）17：00まで

先着
400人

参加料入金締め切り

参加案内

ふるさと納税
寄付の受付開始
寄付入金
確認後、随時
参加申し込み・
参加料入金

8月17日（水）所定の方法で参加料の入金
を行ってください。

申し込み・入金
締め切り

10月中旬

大会の約1か月前にご案内します。
※参加案内は、
大会ホームページからのダウン
ロードサービスとなっております。

ランナー受付

400人

兵庫県・神戸市 各200人

神戸マラソン応援ランナー枠

抽選結果通知メールの配信

8月3日（水）

抽選結果

先着

先着順

※詳細は大会ホームページをご確認ください

一 般 枠 ・ 特別 枠
申し込み受付開始

兵庫県または神戸市へ
「ふるさと
納税」
をした方に、第10回神戸
マラソンの出走権を進呈！

6月10日（金）12：00〜

2020年度にお申し込みされた方へは、別途ご連絡いたします。

神戸マラソン参加申し込み案内を

メール配信いたします

© 光プロ/KOBE鉄人プロジェクト2022

神戸マラソン参加申し込み・参加料入金

RUNNETからエントリーシートの入力と参加料の入金を
行ってください。
（RUNNETに登録する必要があります）

8月17日（水）17：00まで

2020年度にお申し込みされた方へは、別途ご連絡いたします。

※申し込み状況に応じて、締切日が変更になる場合がございます。

11月18日（金）13：00-20：00（最終入場）
（予定）
11月19日（土）10：00-19：00（最終入場）
（予定）

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。 ※必ず上記の2日間のいずれかで受付をしてください。

場所：神戸国際展示場（EXPO会場）

大会当日

11月20日（日）

スタート 9：00〜

神戸マラソンランナー募集！！
6月10日 金 6月30日 木

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）

お問い合わせ
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

0570-018-501

神戸マラソン宿泊予約センター

TEL

078-321- 0644

Eメール：kobe-m2022@or.knt.co.jp

受付時間：10：00〜17：00 (土曜、日曜、祝日を除きます)

[6月10日(金) 10：00〜の開局となります]

受付時間：10：00〜17：00 (土曜、日曜、祝日を除きます)
※ランナー当選発表後からの開局となります。

〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-15 アセンズ新大阪ビル1階 株式会社アールビーズ内

〒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

団 体・個 人 ボランティア 募 集

定員を超えた
場合は抽選

宿泊に関するお問い合わせ

6月10 日（ 金 ）〜 先 着 順

※予告なしに締め切りとなる場合もあります。

大会の開催について
神戸マラソンは、
ゴールドコーストマラソンの
提携大会です。

第10回神戸マラソンは新型コロナウイルス感染症対策をはじめ安全・安心な
大会運営を最優先に開催します。詳細は大会ホームページをご確認ください。
https://kobe-marathon.net/

募集要項
●大会名称

第10回神戸マラソン（英文名：KOBE MARATHON 2022）

●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

人的支援

大会で作成した未使用のT
シャツ・タオル等を国内外の
自然災害被災地や開発途上
国へ送ります。

財的支援
参加料の一部をチャリティとして寄付していただく「チャ
リティ募金」と、チャリティグッズの販売や募金箱の設置
等によって集めた募金を、自然災害被災地や、防災・減災
活動に取り組む団体（公募により選定）へ寄付します。

大会当日ランナーから提供
いただくウエア等を被災
地や開発途上国等へ送る
支援は第10回大会では
実施しません。

近年の主な支援先

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
参加いただくため、
「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。登録者には、メールマガジン「のじぎくV-NEWS」の定
期配信で、さまざまなボランティア活動情報を提供します。

物的支援

東日本大震災被災地（岩手県、宮城県、福島県）
熊本地震被災地（熊本県）
● 令和元年台風19号被災地
（茨城県、栃木県、群馬県ほか）
● 令和2年7月豪雨災害被災地
（熊本県、福岡県）
● 令和3年7月大雨災害被災地
（静岡県）
● 令和3年8月豪雨災害被災地
（福岡県、佐賀県）
● 公募寄付先団体
（兵庫県内の学校団体、NPO法人）等
●
●

※現時点での計画のため、感染状況に応じて変更することがあります。

大 会 方 針
本大会は（公財）日本陸上競技連盟が定める「ロードレース開催についてのガイダンス」に基づいて感染症対策を最優先に
競技運営を行います。以下の内容をご了承いただいたうえ、お申し込みください。

※ご協力いただけない場合は、参加をお断りする場合があります。その際の返金は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

大会運営方針の周知

新型コロナウイルス感染症の感染状況および政府・自治体からの要請等により、感染症対策の内容変更や、大会が
中止・縮小になる場合があります。変更内容は、大会ホームページを通してお知らせします。

体調管理チェックシートの提出

大会1週間前からの健康状態を記入した体調管理チェックシートで、良好な健康状態が確認できない方、又は未提出の
方は参加をお断りする場合があります。

感染症対策への取り組み

走行中以外は基本的にマスクをご着用ください。
また、
会場各所に設置されたアルコール消毒液等で手指消毒を行って
ください。

会場入場時の検温

大会受付やスタート会場で検温を実施します。37.5℃以上の発熱が確認された場合は、会場内への入場や大会への
参加ができません。

給食の持参

※出走権の譲渡及び代理出走は禁止します。
不正が発覚した場合は失格とします。

●企画・運営

※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

神戸マラソン実行委員会

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。

●主管

※車いすでの参加はできません。

●後援（予定）

※障がい者は、
ランナー受付時に身体障害者手帳等を持参してください。

※障がい者で単独走行が困難な方は併走者をつけることができます。

一般財団法人兵庫陸上競技協会

伴走者もランナー受付を行ってください。
（盲導犬の伴走はできません）

公益財団法人日本陸上競技連盟／公益財団法人兵庫県スポーツ協会／
公益財団法人神戸市スポーツ協会 他

個人 ※1・※2

シスメックス株式会社

●協賛（予定）

㈱みなと銀行／㈱城山ホールディングス／山陽電気鉄道㈱／アシックスジャパン㈱／
山崎製パン㈱／六甲バター㈱／富永貿易㈱／神戸新交通㈱／第一生命保険㈱／

住友ゴム工業㈱／フジッコ㈱／神戸トヨペット㈱／大和ハウスグループ／㈱明治／
㈱神戸製鋼所

三密回避の観点から、沿道応援は自粛いただくようお願いいたします。

※ 感 染 症 対 策 に 関 する 詳 細 は 神 戸 マラソン 大 会 ホ ームペー ジ をご 確 認ください 。

定員

制限時間

20,000人

7時間

※3

※4・※5

一般

※1. エントリー区分の重複申し込みはできません。

※2. 神戸マラソン応援ランナー枠（ふるさと納税）、シード枠、年代別チャレンジ
枠、
連続落選者枠は個人エントリーのみとします。

（ふるさと納税）
、
シード枠、
年代別チャレンジ枠、
連
※3. 神戸マラソン応援ランナー枠

続落選者枠、
被災地枠
（東日本大震災、
熊本地震の被災地居住者が対象）
、
障が

い者枠
（身体障害者手帳等をお持ちの方）
、
団体ボランティア出走枠を含みます。

●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て、抽選、参加案内、関連情報の通知、大

会共催・協賛・協カ•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。

なお、本大会運営にかかわる範囲内で、関連事業者（アボット・ワールドマラソン
メジャーズを運営するアメリカ合衆国所在のWorld Marathon Majors LLC
や東京マラソン財団を含みます）
に対して提供することがあります。

※主催者又は神戸マラソンランナーコールセンターから申し込み内容に関する
確認連絡をすることがあります。

※5. 交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設けます。関門以外にも著しく遅れ
たランナーには、競技中止を指示します。

●表彰（予定）

（1）
総合:男女各１位〜８位

（2）神戸マラソン・ジャパントップ８：日本国内居住者
（国籍不問）
男女各１位〜８位
（3）
年代別：5歳刻みの男女各１位〜８位

※総合、神戸マラソン・ジャパントップ８の表彰対象者を除きます。

（4）神戸マラソン連続入賞者表彰制度：第８回大会以降、
３年連続で入賞した方
※
（1）
（2）
、
（
、3）
の組み合わせは問いません。

（5）KOBE MARATHON LAST SPURT CHALLENGE
【設定タイム突破者限定チャレンジ】

●種目

総合（男女各1位〜8位）、ジャパントップ８を除くランナーを対象に35km

マラソン
（42.195km）

からフィニッシュまでのラスト7.195km区間（35km〜フィニッシュ）を最

●日時

も速く走った男女各3人

2022年11月20日
（日）
スタート9：00（※ウェーブスタート実施）終了 16：00

※認定されたフィニッシュタイム突破者対象

●コース

●完走証

●スタート整列について

●参加賞について

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
AIMS公認コース

スムーズかつ安全にスタートするため、日本陸連登録の有無、個人、グループの別にかか

わらず、申込時の申告タイムに応じて、スタート時の待機ブロックを設定します。なお、記

ワクチン接種証明書又は検査陰性証明書の提示

沿道応援の自粛

②一般

※4. 制限時間は第1号砲を基準としたものとします。

※虚偽申告は認めません。

厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」に登録をしてください。

カテゴリー
①登録

グループ（2〜3人）※1

録（タイム・大会名・年）は事務局で照合する場合があるので正確に申告してください。

新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」への登録

●エントリー区分／カテゴリー／定員／制限時間
エントリー区分

●特別協賛

個包装等の感染症対策ができる物のみを提供しますので数に限りがあります。
必要に応じて各自で準備してください。

大会前日、前々日のランナー受付時に原則3回目ワクチン接種証明書又は検査陰性証明書（PCR検査・抗原検査）の確認
を行います。
検査結果が陽性の場合は、
大会への参加ができません。

2004年
（平成16年）
4月1日以前に生まれた方で国内在住者

※①、
②ともに、
6時間30分以内に完走できる方。

TOA㈱／㈱ロック・フィールド／兵庫県民共済生活協同組合／近畿日本ツーリスト㈱／

感染症対策

●参加資格（本大会の招待選手を除く）
②一般：日本陸上競技連盟未登録者等

神戸新聞社／朝日新聞社

神戸マラソンは、
自然災害の被災地等を支援するマラソン大会として、
大会と関連するさまざまな企画の中でバンクストック機能の充実を図り、
人的・物的・財的の3つのカテゴリーで、国内外の被災地等への支援を実施しています。みなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

2022年度日本陸上競技連盟並びに本大会の大会規定によります。
また、
日本
陸連の規則によりドーピング検査を実施します。

①登録：日本陸上競技連盟登録競技者

●共催
随時、財的支援のための寄付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。

●競技規則

※必要に応じて記録証の提出を求める場合があります。

完走者には、
完走証を発行します。
各自RUNNETのマイページからダウンロードを行う形式とします。
※マラソンの他に25km、
30mの記録も公認します。
ただし、
完走者が対象です。

サステナビリティに配慮した、
100％リサイクル素材のエコバッグ
「GREEN BAG」

（アシックス製／大会記念デザイン）
を参加者全員にランナー受付にてお渡しします。
※回収した衣 類を原料の一 部に使 用した、10 0％リサイクル素材で作製した
エコバッグです。

参加料
申し込み方法

インターネット
（日本語エントリー）

参加料
支払い方法

カード決済 または コンビニ支払い

参加料

16,200円
（チャリティ募金200円を含む）

チャリティ
グッズ

チャリティアスリートビブス
（ナンバーカード）
を申し込まない方

チャリティアスリートビブス
（ナンバーカード）
を申し込む方

0円

1,000円

※別途RUNNET手数料
（5.5%）
がかかります。

参加料の改定について
警備費をはじめとする安全・安心な大会運営に必要な経費の増加及び新型コロナ
ウイルス感染症対策経費が新たにかかることから、
参加料を改定します。

参加料の返金等について
第10回神戸マラソン大会ホームページ
「大会要項」
をご覧ください。
https://kobe-marathon.net/

