
 

第２８回 

おろちゃんマラソン大会 

開催要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１１    主主主主    催催催催    

おろちゃんマラソンおろちゃんマラソンおろちゃんマラソンおろちゃんマラソン大会実行委員会大会実行委員会大会実行委員会大会実行委員会    

    

２２２２    後後後後    援援援援    

羽幌町羽幌町羽幌町羽幌町・・・・羽幌町教育委員会羽幌町教育委員会羽幌町教育委員会羽幌町教育委員会    

羽幌町交通安全指導員協議会羽幌町交通安全指導員協議会羽幌町交通安全指導員協議会羽幌町交通安全指導員協議会    

    

３３３３    期期期期    日日日日    

令和元令和元令和元令和元年年年年 10101010 月月月月 13131313 日日日日((((日日日日))))    雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行    
    

４４４４    日日日日    程程程程    

受付開始受付開始受付開始受付開始        総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館 8888：：：：30303030～～～～9999：：：：00000000    

開開開開    会会会会    式式式式        総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館 9999：：：：20202020～～～～9999：：：：50505050    

スタートスタートスタートスタート        10101010：：：：00(00(00(00(時間差時間差時間差時間差スタートスタートスタートスタート))))    

競技終了競技終了競技終了競技終了        11111111：：：：20202020    

表彰表彰表彰表彰    総体総体総体総体アリーナアリーナアリーナアリーナ表彰表彰表彰表彰ブースにてブースにてブースにてブースにて随時実施随時実施随時実施随時実施    

 

    

５５５５    ココココ    ーーーー    スススス    
羽幌町総合体育館羽幌町総合体育館羽幌町総合体育館羽幌町総合体育館～～～～中央方面中央方面中央方面中央方面((((往復往復往復往復))))    

    

６６６６    参加資格参加資格参加資格参加資格    
小学小学小学小学校校校校１１１１年生以上年生以上年生以上年生以上のののの児童児童児童児童・・・・生徒及生徒及生徒及生徒及びびびび一般一般一般一般    

    

７７７７    種目及種目及種目及種目及びびびび距離距離距離距離    
・・・・    小学小学小学小学１１１１年生年生年生年生のののの部部部部    女子女子女子女子    2222 ㎞㎞㎞㎞・・・・男男男男子子子子    2222 ㎞㎞㎞㎞    

・・・・    小学小学小学小学 2222 年生年生年生年生のののの部部部部    女子女子女子女子    2222 ㎞㎞㎞㎞・・・・男男男男子子子子    2222 ㎞㎞㎞㎞    

・・・・    小学小学小学小学 3333 年生年生年生年生のののの部部部部    女子女子女子女子    2222 ㎞㎞㎞㎞・・・・男男男男子子子子    2222 ㎞㎞㎞㎞    

・・・・    小学小学小学小学 4444 年生年生年生年生のののの部部部部    女子女子女子女子    4444 ㎞㎞㎞㎞・・・・男男男男子子子子    4444 ㎞㎞㎞㎞    

・・・・    小学小学小学小学 5555 年生年生年生年生のののの部部部部    女子女子女子女子    4444 ㎞㎞㎞㎞・・・・男男男男子子子子    4444 ㎞㎞㎞㎞    

・・・・    小学小学小学小学 6666 年生年生年生年生のののの部部部部    女子女子女子女子    4444 ㎞㎞㎞㎞・・・・男男男男子子子子    4444 ㎞㎞㎞㎞    

・・・・    中学中学中学中学１１１１年生年生年生年生のののの部部部部    女子女子女子女子    6666 ㎞㎞㎞㎞・・・・男男男男子子子子    6666 ㎞㎞㎞㎞    

・・・・    中学中学中学中学 2222 年生年生年生年生のののの部部部部    女子女子女子女子    6666 ㎞㎞㎞㎞・・・・男男男男子子子子    6666 ㎞㎞㎞㎞    

・・・・    中学中学中学中学 3333 年生年生年生年生のののの部部部部    女子女子女子女子    6666 ㎞㎞㎞㎞・・・・男男男男子子子子    6666 ㎞㎞㎞㎞    

・・・・    高校生女子高校生女子高校生女子高校生女子のののの部部部部    6666 ㎞㎞㎞㎞    ((((高校生高校生高校生高校生))))    

・・・・    高校生男子高校生男子高校生男子高校生男子のののの部部部部    10101010 ㎞㎞㎞㎞    ((((高校生高校生高校生高校生))))    

・・・・    一般女子一般女子一般女子一般女子のののの部部部部ＡＡＡＡ    6666 ㎞㎞㎞㎞    (18(18(18(18 歳歳歳歳～～～～39393939 歳歳歳歳))))    

・・・・    一般女子一般女子一般女子一般女子のののの部部部部ＢＢＢＢ    6666 ㎞㎞㎞㎞    (40(40(40(40 歳以上歳以上歳以上歳以上))))    

・・・・    一般女子一般女子一般女子一般女子のののの部部部部ＣＣＣＣ    10101010 ㎞㎞㎞㎞    (18(18(18(18 歳歳歳歳～～～～39393939 歳歳歳歳))))    

・・・・    一般女子一般女子一般女子一般女子のののの部部部部ＤＤＤＤ    10101010 ㎞㎞㎞㎞    (40(40(40(40 歳以上歳以上歳以上歳以上))))    

・・・・    一般男子一般男子一般男子一般男子のののの部部部部 AAAA    6666 ㎞㎞㎞㎞    (18(18(18(18 歳歳歳歳～～～～39393939 歳歳歳歳))))    

・・・・    一般男子一般男子一般男子一般男子のののの部部部部ＢＢＢＢ    6666 ㎞㎞㎞㎞    ((((40404040 歳歳歳歳～～～～44449999 歳歳歳歳))))    

・・・・    一般男子一般男子一般男子一般男子のののの部部部部ＣＣＣＣ    6666 ㎞㎞㎞㎞    ((((50505050 歳歳歳歳～～～～55559999 歳歳歳歳))))    

・・・・    一般男子一般男子一般男子一般男子のののの部部部部ＤＤＤＤ    6666 ㎞㎞㎞㎞    ((((60606060 歳歳歳歳以上以上以上以上))))    

・・・・    一般男子一般男子一般男子一般男子のののの部部部部ＥＥＥＥ    10101010 ㎞㎞㎞㎞    (18(18(18(18 歳歳歳歳～～～～39393939 歳歳歳歳))))    

・・・・    一般男子一般男子一般男子一般男子のののの部部部部ＦＦＦＦ    10101010 ㎞㎞㎞㎞    ((((40404040 歳歳歳歳～～～～44449999 歳歳歳歳))))    

・・・・    一般男子一般男子一般男子一般男子のののの部部部部ＧＧＧＧ    10101010 ㎞㎞㎞㎞    ((((50505050 歳歳歳歳～～～～55559999 歳歳歳歳))))    

・・・・    一般男子一般男子一般男子一般男子のののの部部部部ＨＨＨＨ    10101010 ㎞㎞㎞㎞    ((((60606060 歳歳歳歳以上以上以上以上))))    

・・・・    ﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾐﾘｰのののの部部部部ＡＡＡＡ    2222 ㎞㎞㎞㎞    ((((小小小小 1111～～～～小小小小 3333・・・・親親親親・・・・男女共通男女共通男女共通男女共通))))    

・・・・    ﾌｧﾐﾘｰのﾌｧﾐﾘｰのﾌｧﾐﾘｰのﾌｧﾐﾘｰの部部部部ＢＢＢＢ    2222 ㎞㎞㎞㎞    ((((小小小小 4444～～～～小小小小 6666・・・・親親親親・・・・男女共通男女共通男女共通男女共通))))    

    

８８８８    参加料参加料参加料参加料    

    ・・・・無無無無    料料料料    

    

９９９９    競技方法競技方法競技方法競技方法    
        各種目各種目各種目各種目タイムタイムタイムタイム順順順順位位位位とするがとするがとするがとするが、、、、制限時間制限時間制限時間制限時間をををを８０８０８０８０分分分分とするとするとするとする    

    

 

 

 

 

 

 

 

参参参参    加加加加    

種種種種    目目目目    
                                のののの部部部部                                                kmkmkmkm    

男子男子男子男子    ・・・・    女子女子女子女子    

フリフリフリフリ    ガナガナガナガナ    

氏氏氏氏    名名名名    

    

    

    

自自自自    宅宅宅宅    

住住住住    所所所所    

〒〒〒〒    

    

    

    

電話番号電話番号電話番号電話番号    

緊急緊急緊急緊急のののの連絡先連絡先連絡先連絡先（（（（携帯等携帯等携帯等携帯等））））    

生年月日生年月日生年月日生年月日    SSSS････HHHH                年年年年            月月月月            日日日日                歳歳歳歳    

所所所所属属属属・・・・    

学校名学校名学校名学校名    

    

学年学年学年学年                        年生年生年生年生        

ファミリーのファミリーのファミリーのファミリーの部部部部    

フリガナフリガナフリガナフリガナ    

親氏名親氏名親氏名親氏名    

    

    

                                                            

    

＝＝＝＝    誓誓誓誓    約約約約    書書書書    ＝＝＝＝    
    

大会開催中大会開催中大会開催中大会開催中のののの事故事故事故事故についてはについてはについてはについては、、、、一切私一切私一切私一切私のののの責任責任責任責任においにおいにおいにおい    

    てててて処理処理処理処理することをすることをすることをすることを承諾承諾承諾承諾しししし、、、、主催者主催者主催者主催者にににに対対対対してごしてごしてごしてご迷惑迷惑迷惑迷惑をかをかをかをか    

    けないことをけないことをけないことをけないことを誓約誓約誓約誓約いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

参加者氏名参加者氏名参加者氏名参加者氏名（（（（小中高生小中高生小中高生小中高生のののの氏名記入氏名記入氏名記入氏名記入））））    

    

                                                                                                    

    

保護者氏名保護者氏名保護者氏名保護者氏名（（（（小中高生参加小中高生参加小中高生参加小中高生参加のののの場合場合場合場合、、、、記入願記入願記入願記入願いますいますいますいます））））    

    

    

                                                                                            ㊞㊞㊞㊞    

第２８回 

おろちゃんマラソン大会申込書 

キキキキ

リリリリ

トトトト

リリリリ

セセセセ

ンンンン    



 

 

 

 

 

 

参参参参    加加加加    

種種種種    目目目目    
                                のののの部部部部                                                kmkmkmkm    

男子男子男子男子    ・・・・    女子女子女子女子    

フリフリフリフリ    ガナガナガナガナ    

氏氏氏氏    名名名名    

    

    

    

自自自自    宅宅宅宅    

住住住住    所所所所    

〒〒〒〒    

    

電話番号電話番号電話番号電話番号    

緊急緊急緊急緊急のののの連絡先連絡先連絡先連絡先（（（（携帯等携帯等携帯等携帯等））））    

生年月日生年月日生年月日生年月日    SSSS････HHHH                年年年年            月月月月            日日日日                歳歳歳歳    

所所所所    属属属属    

学校名学校名学校名学校名    

    

学年学年学年学年                        年生年生年生年生        

ファミリーのファミリーのファミリーのファミリーの部部部部    

フリガナフリガナフリガナフリガナ    

親氏名親氏名親氏名親氏名    

    

    

                                                            

    

＝＝＝＝    誓誓誓誓    約約約約    書書書書    ＝＝＝＝    
    

大会開催中大会開催中大会開催中大会開催中のののの事故事故事故事故についてはについてはについてはについては、、、、一切私一切私一切私一切私のののの責任責任責任責任においにおいにおいにおい    

    てててて処理処理処理処理することをすることをすることをすることを承諾承諾承諾承諾しししし、、、、主催者主催者主催者主催者にににに対対対対してごしてごしてごしてご迷惑迷惑迷惑迷惑をかをかをかをか    

    けないことをけないことをけないことをけないことを誓約誓約誓約誓約いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

参加者氏名参加者氏名参加者氏名参加者氏名（（（（小中高生小中高生小中高生小中高生のののの氏名記入氏名記入氏名記入氏名記入））））    

    

                                                                                                    

    

保護者氏名保護者氏名保護者氏名保護者氏名（（（（小中高生参加小中高生参加小中高生参加小中高生参加のののの場合場合場合場合、、、、記入願記入願記入願記入願いますいますいますいます））））    

    

    

                                                                                            ㊞㊞㊞㊞    

    

１０１０１０１０
    各種目各種目各種目各種目

    

１１１１１１１１
    ①①①①

    ②②②②

    ③③③③

    ④④④④

    

１２１２１２１２

１３１３１３１３

    令和元令和元令和元令和元
※※※※    ９９９９

    

１４１４１４１４
①①①①

②②②②

    

１５１５１５１５
    ①①①①

    ②②②②

        

    ③③③③

    ④④④④

    ⑤⑤⑤⑤

    ⑥⑥⑥⑥

    ⑦⑦⑦⑦

        

    

第２８回 

おろちゃんマラソン大会申込書 

キキキキ

リリリリ

トトトト

リリリリ

セセセセ

ンンンン    

１０１０１０１０    賞賞賞賞    
各種目各種目各種目各種目１１１１位位位位～～～～６６６６位位位位までまでまでまで賞状賞状賞状賞状メダルをメダルをメダルをメダルを授与授与授与授与するするするする    

１１１１１１１１    申込方法申込方法申込方法申込方法    
①①①①    所定所定所定所定のののの申込用紙申込用紙申込用紙申込用紙にににに必要事項必要事項必要事項必要事項をををを記入記入記入記入のののの上上上上、、、、大会事務局大会事務局大会事務局大会事務局

へおへおへおへお申込申込申込申込みみみみくだくだくだくださいさいさいさい    

②②②②    小中高生小中高生小中高生小中高生はははは、、、、保護者保護者保護者保護者のののの承諾承諾承諾承諾をををを受受受受けけけけ申込用紙申込用紙申込用紙申込用紙にににに、、、、署名署名署名署名

捺印捺印捺印捺印のののの上上上上、、、、おおおお申込申込申込申込みみみみくださいくださいくださいください    

③③③③    郵送郵送郵送郵送によるによるによるによる申込申込申込申込はははは所定所定所定所定のののの用紙用紙用紙用紙にににに記入記入記入記入のののの上上上上、、、、事務局事務局事務局事務局まままま

でででで送付願送付願送付願送付願いますいますいますいます（ＦＡＸ（ＦＡＸ（ＦＡＸ（ＦＡＸはははは、、、、可可可可とするとするとするとする））））    

④④④④    電話電話電話電話によるによるによるによる受付受付受付受付はははは、、、、致致致致しませんしませんしませんしません    

１２１２１２１２    申込先申込先申込先申込先    
〒〒〒〒078078078078----4106410641064106    

羽幌町南羽幌町南羽幌町南羽幌町南６６６６条条条条２２２２丁目丁目丁目丁目 16161616 番地番地番地番地のののの１１１１    

羽幌町立中央公民館内羽幌町立中央公民館内羽幌町立中央公民館内羽幌町立中央公民館内    

おろちゃんマラソンおろちゃんマラソンおろちゃんマラソンおろちゃんマラソン大会大会大会大会実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会事務局宛事務局宛事務局宛事務局宛    

（（（（TELTELTELTEL    0164016401640164----62626262----1178117811781178 番番番番        FAXFAXFAXFAX    0164016401640164----62626262----1372137213721372 番番番番））））    

    

１３１３１３１３    申込締切申込締切申込締切申込締切    

令和元令和元令和元令和元年年年年９９９９月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金曜日必着金曜日必着金曜日必着金曜日必着））））    
９９９９月月月月２１２１２１２１日以降日以降日以降日以降のののの受付受付受付受付はははは、、、、一切致一切致一切致一切致しませんしませんしませんしません    

１４１４１４１４    競技規則競技規則競技規則競技規則    
①①①①    走者走者走者走者はははは、、、、歩道歩道歩道歩道またはまたはまたはまたは道路道路道路道路のののの左端左端左端左端をををを走行走行走行走行するするするすることことことこと    

②②②②    そのそのそのその他規則他規則他規則他規則はははは、、、、日本陸上競技連盟規則日本陸上競技連盟規則日本陸上競技連盟規則日本陸上競技連盟規則にににに準準準準ずるずるずるずる    

１５１５１５１５    そのそのそのその他他他他    
①①①①    大会当日大会当日大会当日大会当日、、、、体調体調体調体調のののの悪悪悪悪いいいい方方方方はははは、、、、出場出場出場出場をををを見合見合見合見合わせてくだわせてくだわせてくだわせてくだ    

さいさいさいさい    

②②②②    ＪＪＪＪチップチップチップチップによるによるによるによる計測計測計測計測をををを行行行行いいいいますますますます。。。。紛失紛失紛失紛失したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、    

        実費分負担願実費分負担願実費分負担願実費分負担願いますいますいますいます    

③③③③    貴重品貴重品貴重品貴重品・・・・手荷物手荷物手荷物手荷物はははは、、、、各自各自各自各自でででで保管願保管願保管願保管願いますいますいますいます    

④④④④    ６６６６㎞㎞㎞㎞・・・・10101010 ㎞㎞㎞㎞折返折返折返折返しししし地点地点地点地点にににに給水箇所給水箇所給水箇所給水箇所をををを設置設置設置設置しますしますしますします    

⑤⑤⑤⑤    主催者側主催者側主催者側主催者側でででで、、、、マラソンマラソンマラソンマラソン保険保険保険保険にににに加入加入加入加入しますがしますがしますがしますが、、、、各自各自各自各自    

スポーツスポーツスポーツスポーツ障害保険障害保険障害保険障害保険等等等等にににに加入加入加入加入することすることすることすることがががが望望望望ましいましいましいましい    

⑥⑥⑥⑥    開会式開会式開会式開会式はははは、、、、総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館アリーナでアリーナでアリーナでアリーナで行行行行いますいますいますいます    

⑦⑦⑦⑦    出場選手出場選手出場選手出場選手のののの氏名氏名氏名氏名・・・・住所住所住所住所((((市町村市町村市町村市町村のみのみのみのみ))))はははは、、、、大会大会大会大会プログプログプログプログ    

        ララララムムムムにににに掲載掲載掲載掲載いたしますのでごいたしますのでごいたしますのでごいたしますのでご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます    

    

    ⑧⑧⑧⑧    閉会閉会閉会閉会

        準準準準備備備備できできできでき

    ⑨⑨⑨⑨    参加者参加者参加者参加者

        にににに限限限限りがあるためりがあるためりがあるためりがあるため

        りりりりまままますのですのですのですので

    ⑩⑩⑩⑩    荒天等荒天等荒天等荒天等

致致致致しますしますしますします

    

コースコースコースコース略図略図略図略図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会閉会閉会閉会式式式式はははは、、、、行行行行わずわずわずわず表彰表彰表彰表彰ブースをブースをブースをブースを設置致設置致設置致設置致しますのでしますのでしますのでしますので、、、、    

できできできできしだいしだいしだいしだい、、、、賞状賞状賞状賞状・・・・メダルをメダルをメダルをメダルを授与授与授与授与しますしますしますします    

参加者参加者参加者参加者数数数数にににに制限制限制限制限はございませんがはございませんがはございませんがはございませんが、、、、ＪＪＪＪチップのチップのチップのチップの個個個個数数数数    

りがあるためりがあるためりがあるためりがあるため、、、、抽選抽選抽選抽選とさせていただくとさせていただくとさせていただくとさせていただく場合場合場合場合ががががああああ    

すのですのですのですのでごごごご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます    

荒天等荒天等荒天等荒天等によりによりによりにより中止中止中止中止したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡    

しますしますしますします    

略図略図略図略図    


