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２０２１函館マラソンコミュニティランニングについて 

 

 このことについて，２０２１函館マラソンコミュニティランニングを，下記のとお

り開催いたしますので，報道方よろしくお願いいたします。 

 

記 

１ 開催日時   令和３年１０月１０日（日） 

  ○ 開 会 式  午前８時４５分 

  ○ 競技開始   午前９時５分頃 

   ※ 小雨決行，開催可否は当日午前７時に函館マラソン公式サイトでお知らせ 

いたします。 

 

２ 会  場  千代台公園陸上競技場（函館市千代台町２２－２４） 

 

 

 

 

 

 

 

                  問合せ 

〒040-0036 函館市東雲町４番１３号 

函館マラソン大会実行委員会事務局 

（函館市教育委員会スポーツ振興課内） 

 TEL：0138-21-3574 FAX：0138-27-7217 



 
 

２０２１函館マラソンコミュニティランニング実施要項 

 

１．主 催 道南陸上競技協会，北海道新聞社，函館市，函館市教育委員会， 

 函館市スポーツ推進委員会，函館マラソン大会実行委員会 

 

２．後 援 北海道，北斗市，七飯町，（特非）函館市スポーツ協会，函館商工会議所， 

 （一社）函館青年会議所，函館市交通安全指導員会，（公財）函館市文化・スポーツ振興財団 

  

 

３．日 時 ２０２１年１０月１０日（日） 午前８時４５分開会式 

 

４．種 目 ２２部門 

（１）親子の部…２部門 

父と小学生１～２年の男女（１ｋｍ），母と小学生１～２年の男女（１ｋｍ） 

（２）小学生の部…４部門 

 小学生３～４年男子・女子（１ｋｍ），小学生５～６年男子・女子（１ｋｍ） 

（３）一般の部…１０部門 

 ２９歳以下男子・女子（３ｋｍ），４９歳以下男子・女子（３ｋｍ）， 

 ５０歳以上男子・女子（３ｋｍ）， 

 男子・女子の部【年齢は問いません】（１．５ｋｍ・６ｋｍ） 

  ※６㎞の部については，スタートからフィニッシュまで４５分以内に完走できる方のみ参加可能とな 

ります。 

（４）車いすの部…６部門 

 男子・女子の部【年齢は問いません】（４００ｍ）※陸上競技場トラックを１周 

 男子・女子の部【年齢は問いません】（８００ｍ）※陸上競技場トラックを２周 

 男子・女子の部【年齢は問いません】（２ｋｍ）  ※陸上競技場トラックを５周 

 ※各部門の距離は，おおよその目安となります。 

  ※中学生は，一般の部に参加ください。 

 

５．コ ー ス 千代台公園陸上競技場→千代台公園ランニングコース→千代台公園陸上競技場 

 

６．参加資格 

（１） 渡島・檜山管内在住の小学生以上で完走できる方であれば，どなたでも参加できます。 

（２） 車いすで参加する方は，一般用または競技用の車いすを使用してください。 

 

７．競技規定 

（１） 走者は，必ず指定された走路を走行してください。 

（２） 親子の部のゴールは，２人で手をつなぎ，同時にフィニッシュしてください。 

（３） 各部門の１位～３位までの方のみ記録を計測します。 

 

８．参加定員  ４００名 先着順とします。 

 

９．参 加 料 

（１） 小学生・中学生：３００円 

（２） 高校生以上  ：６００円 

※参加料は，申込み後の取り消しや大会の中止，不参加等のいかなる場合においても返戻いたし

ません。なお，郵便局を利用される方は，別途，振込手数料が必要となります。 

 

10．記 念 品  参加者全員に「大会オリジナル記念品」をプレゼントします。 



 
 

11．表 彰 

（１） 競技終了後に陸上競技場内スタンド前で行います。 

（２） 各部門１位～３位までの選手に賞状と盾を贈ります。 

（３） 完走者全員に完走証を渡します。 

 

12．申込方法 所定の用紙（専用振替用紙）に必要事項を記入し，参加料と振込手数料を添えて最寄り

の郵便局窓口またはＡＴＭからお振り込みください。 

※小・中学生の参加には，保護者の印鑑が必要となります。 

※親子の部へ参加の場合には，小中学生用（子ども）と高校生以上用（親）の申込用

紙で，それぞれ申込みをしてください。 

※大会事務局の窓口（市役所本庁舎５階 スポーツ振興課内）にてお申込みも可能です。 

 

13．申込期間 ２０２１年７月１２日（月）～８月２７日（金） 

 

14．日 程 ２０２１年１０月１０日（日）千代台公園陸上競技場 

 ○受付   ７時４５分～８時３０分（参加記念品等を受け取ってください。） 

 ○開会式  ８時４５分 

○スタート ９時１０分頃から，各部門ごとに随時スタートします。 

 

15．部門別番号 

（１） 申込用紙に参加する方の区分を下記の表より番号で選んで記入してください。 

（２） エントリーは，１人１部門といたします。 

ただし，親子の部と一般の部の両部門へのエントリーは，可能といたします。 

親子の部 小学生の部 一  般  の  部 車 い す の 部 

1 年・2年 

(1km) 

3 年･4年 

(1km) 

5年･6年 

(1km) 

29 歳以下 

(３km) 

49 歳以下 

(３km) 

50 歳以上 

(３km) 

年齢不問 

（1.5km） 

年齢不問 

（６km） 

小学生 

(400m) 

中学生 

(800m) 

年齢不問 

(2km) 

01(父と子) 02(男子) 03(男子) 04(男子) 05(男子) 06(男子) 07(男子) 08(男子) 09(男子) 10(男子) 11(男子) 

12(母と子) 13(女子) 14(女子) 15(女子) 16(女子) 17(女子) 18(女子) 19(女子) 20(女子) 21(女子) 22(女子) 

 

16．注意事項 

（１） 参加者は，十分にトレーニングを積んで大会に備えてください。 

（２） 体調の悪い方は，無理な参加はしないでください。 

（３） 貴重品・手荷物等は，各自の責任で保管してください。 

（主催者は，盗難・紛失等の責任を負いません。） 

（４） 大会開催中は，役員および係員の指示に従ってください。 

（５） 会場内や競技運営における新型コロナウイルス感染症の拡大予防対策にご協力ください。 

 

17．そ の 他 

（１） ナンバーカード，プログラム，参加記念品引換証等は，１０月初旬に郵送いたします。 

（２） 新型コロナウイルス感染症が拡大し，往来が制限されている地域からの参加については，お断

りする場合があります。 

（３） 新型コロナウイルス感染症の状況や当日の天候により大会を中止する場合があります。大会実

施の有無は，当日の朝７時から千代台公園陸上競技場（電話５５－１９００）にお問い合わせ

ください。 

 （４） 大会が中止となった場合は，参加記念品を送付させていただきます。 

 

 

 

＊大会に関してのお問い合わせは，「函館マラソン大会実行委員会」まで。 
〒040-0036 函館市東雲町 4 番 13 号 函館市教育委員会スポーツ振興課内 
電話 ０１３８－２１－３５７６  FAX ０１３８－２７－７２１７ 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込規約 参加を希望する者は，下記の申込規約に同意の上，申込みをしてください。 

１．参加者は，心疾患・疾病等なく健康に留意し，十分なトレーニングを行い大会に臨むこと。 

２．参加者は，大会開催中の傷病，事故，盗難，紛失等に関し，主催者に一切の責任を問わないこと。 

３．参加者は，大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合の競技中止の指示や，何ら

かの理由により，走者を一時止める場合の指示に直ちに従うこと。また，その他，主催者の安全管理・

大会運営上の指示に従うこと。 

４．参加者は，大会開催中に傷病が発生した場合，応急手当を受けることに異議を申し立てないこと。 

   また，その方法，経過等について，主催者の責任を問わないこと。 

５．参加料は，申込後の取消，不参加および地震・風水害・事件・事故・疾病等による中止のいかなる場合

においても返戻されないことを承諾すること。 

６．年齢・性別の虚偽申告，申込者本人以外の出場（不正出場）をしないこと。（その場合，出場が取り消

されます。） 

７．大会の映像・写真・記事・記録等において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報が新聞・テレビ・

雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾すること。 

  （その掲載権・使用権は主催者に属します。） 

８．大会申込者の個人情報の取り扱いは，主催者が定めた下記「個人情報の取り扱いについて」に則ること

を承諾すること。 

 ９．参加者は，主催者が定めた「新型コロナウイルス感染症対策」の遵守を承諾すること。 

【個人情報の取り扱いについて】 

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および関連法令等を厳守し，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。また，大会参加者の皆様の個人情報は，

サービスの向上を目的とし，次のとおり利用します。 

１．ナンバーカード・参加記念品引換証・関連情報・次回大会案内等の送付 

２．大会プログラム・ホームページ・新聞等への氏名・年齢等の掲載 

３．大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供 

４．大会の記録発表 

なお，大会事務局から，申込内容に関する確認を行うため，連絡をさせていただく場合があります。 



2021 函館マラソンコミュニティランニング 

新型コロナウイルス感染症対策 
 

 コミュニティランニングの参加にあたっては，新型コロナウイルス感染症対策とし

て，以下の内容にご協力いただくことをご承諾の上，お申し込みくださるようお願い

いたします。 

 

１ 開催当日，以下の①～④の項目のいずれかに該当する場合は，ご参加いただくこ

とができません。 

また，体調等について報告いただくため，「参加者チェックリスト」（後日，送付

します。）を，当日，受付に提出していただきます。 
 
 
① 発熱・咳・咽頭痛などの症状があり，体調が良くない。 

② 過去 14 日以内に，新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚 

接触があった。 

③ 過去 14 日以内に，同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいた。 

④ 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，地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触があった。 

 

２ 来場者は，観客も含め全員マスクをご持参ください。出場者は，競技開始直前ま  

でのマスク着用と，ゴール後，呼吸を整えた後の速やかなマスク着用にご協力くだ 

さい。（競技を行う時以外は，熱中症に注意をしながら，マスクの着用をお願いし 

ます。） 
 

３ 受付，更衣室などの閉鎖空間では，一定の距離（できるだけ２ｍを目安に（最低 

１ｍ））をおいて，会場内で密にならないようにお気をつけください。 

  観覧席については，家族等の一集団と他の集団では，一定の距離（できるだけ２ 

ｍを目安に（最低１ｍ））をおいて，会場内で密にならないようにお気をつけくださ 

い。（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く。） 
 

４ 会場内ではこまめな手洗い，消毒液による手指消毒を実施するとともに，手ふ 

き用にマイタオル・マイハンカチをご持参ください。 
 

５ 会場内での，大声での応援，会話等はご遠慮ください。また，会話をする場合 

は，マスクの着用をお願いします。 
 

６ 当日，出入口等にＱＲコードを掲示する「北海道コロナ通知システム」への登   

録や，ＣＯＣＯＡ（新型コロナウイルス接触確認アプリ）への事前登録へのご協力  

をお願いします。 
 

７ 上記のほか，感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守，主催者の

指示へのご協力をお願いします。ご協力いただけない場合，参加を取消したり，

途中退場を求める場合があります。 
 

８ 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，速 

やかに事務局までご連絡をお願いいたします。 

 

（函館マラソン大会実行委員会 事務局 TEL：２１－３５７６） 
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