
親子ラン・チャレンジラン（2.2㎞）

江の島かもめ
駐車場交通規制

藤沢警察署
からのお願い

江の島1dayパスポート

Marathon Course Map

登場！eno=pass
江の島をぐるり満喫できる、
江の島1dayパスポート
“eno=pass”がお得です！

大人 1,000円／小人 500円料　金

販売場所 ●片瀬江の島観光案内所　
●藤沢市観光センター
●江の島エスカー1区販売所

お問い合わせ　☎0466-22-4141（藤沢市観光センター）

飲食店・土産品店で、1,000円（税別）以上
ご利用時に約5％の割引があります。観光施
設は各施設により割引特典が異なります。

会場までのアクセス

※周辺道路および周辺駐車場の混雑が予想されます。
　公共交通期間でのご来場にご協力をお願いいたします。
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江の島シーキャンドル
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湘南海岸公園

湘南港

区間：国道１３４号線片瀬東浜交差点～浜須賀交差点の上下
　　  線及び湘南港臨港道路の上下線
時間：午前８時００分頃から１１時００分頃まで
※交通規制解除は、最終ランナー通過後、順次解除する予定

正しいルールを知り、安全な自転車の利用をお願いします。

自転車は、道路交通法では“軽車両”です。

2020.1.26日 8：30
start

主催：湘南藤沢市民マラソン実行委員会 （藤沢市・藤沢市教育委員会・（公財）藤沢市みらい創造財団 他）
大会ホームページ 

▲

 http：//shonan-fujisawacity-marathon.jp/ 　ランネット   http://runnet.jp/

【藤沢市民先行募集受付】
【 一 般 募 集 受 付 】

2019年 8月16日金～  8月22日木
2019年 8月23日金～10月31日木会　場 募集期間

（先着順）江の島・湘南海岸

湘南藤沢市民マラソン2020
10マイル&親子ラン・チャレンジラン（2.2km）

第10回

A N N I V E R S A R Y

since 2010since 2010

ふじさわ観光親善大使
つるの剛士さん

ものまねアスリート芸人
M高史さん

ゲストランナー



※定員になり次第締め切ります

インターネットエントリー

藤沢市民先行募集受付　 ※藤沢市在住者のみ

藤沢市民の方は8/16（金）8：30～
それ以外の方は8/23（金）8：30～
受付開始

※Tシャツサイズ未記入の場合は、
　男性L、 女性Ｍ、 子どもはＳになります。

ランネット  http://runnet.jp/

10マイル男子

※藤沢市在住者のみ

※定員になり次第、締め切らせていただきます

〒251-0026 藤沢市鵠沼東8-2 （公財）藤沢市みらい創造財団内

TEL 0466-22-3535（8：30～17：00）   FAX 0466-28-5749

2019年 8月16日（金）～8月22日（木）

一般募集受付
2019年 8月23日（金）～10月31日（木）

1

《申込締切日》2019年10月31日（木）

湘南藤沢市民マラソン実行委員会事務局
大会に関するお問い合わせ先 及び パンフレットのご請求先

10マイル女子

参加種目番号

2
親子ラン（2.2km）
（小学5～6年の部）
親子ラン（2.2km）
（小学3～4年の部）
親子ラン（2.2km）
（小学1～2年の部）

3
4
5

A
フィニッシュ予想タイム区分

B

57分以内／10マイル
（3分30秒以内／1㎞）
1時間5分以内／10マイル
（4分00秒以内／1㎞）
1時間21分以内／10マイル
（5分00秒以内／1㎞）
1時間37分以内／10マイル
（6分00秒以内／1㎞）
1時間53分以内／10マイル
（7分00秒以内／1㎞）

C
D
E

上記タイム以上F

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。大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、
記録発表（ランキング等）に利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります（個人情報保護方
針の詳細は、ホームページでご確認いただけます）。

自己都合による申込み後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金による返金はいたしません。
地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等の理由で開催縮小・中止することがあります。その場合、参加料・手数料等の返金は原則行いません。
本大会の参加に際しては、家族・親族・保護者(参加者が未成年の場合)、またチームメンバー(代表者エントリーの場合)の同意を得てお申し込みください。
本大会の参加に際しては、健康に留意し、十分なトレーニングをして参加してください。また、心疾患・疾病等の持病がある場合には医師の許可を得て参加
してください。
年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場(代理出走)はできません。そのことが発覚した場合は、出場・表彰を取り消し、次回以降の参加をお断りさ
せていただきます。なお、その際主催者は返金等の一切の補償は行いません。
大会開催中の傷病・事故・紛失等については、基本的に自己責任になります。
大会開催中に傷病等が発生した際には、応急処置を行いますが、それ以上の責任は負いません。
他のランナーや応援者、その他関係者等を不快にさせたり、差別等につながる全ての行為はできません。
大会開催中に主催者により競技継続に支障があると判断された場合、直ちに指示に従ってください。また、その他主催者の安全管理・大会運営上の指示
があった場合も直ちに従ってください。主催者の指示に従わない場合は失格となる場合があります。
大会開催中の事故・紛失・傷病等に関し、主催者に責があるものを除き、主催者は責任を負いません。また、事故・傷病への補償は大会側が加入した保険
の範囲内で行います。
参加者は、大会の映像・写真・記事・記録等(氏名・年齢・性別・記録・肖像等を含む)が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・次回ポスター・パンフレット等に
報道・掲載利用されることを予め承諾したものとみなされ、その掲載権・使用権は主催者に属します。参加者及び関係者は主催者が行うこれらの掲載等に
ついて一切の異議を述べないものとします。
参加者が申込みをした際には、上記の申込み（参加）にあたっての注意事項を熟読し、承認した上で申込み（参加）したものとみなされます。

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

個人情報の取り扱いについて（規約）

申込み（参加）にあたっての注意事項

湘南海岸道路を走る！
（国道134号）

湘南海岸道路を走る！
（国道134号）

海風と潮の香りを感じながら、国道134
号を走ります。ストレートでフラットなコー
スは好タイムが望めます。また、制限時間
にも余裕があることから、初心者の方も
楽しめるコースです。

海風と潮の香りを感じながら、国道134
号を走ります。ストレートでフラットなコー
スは好タイムが望めます。また、制限時間
にも余裕があることから、初心者の方も
楽しめるコースです。

第10回 湘南藤沢市民マラソン2020
開 催 日 時：2020年（令和2年）1月26日（日）　午前8時30分スタート
会　　　場：江の島・湘南海岸
主　　　催：湘南藤沢市民マラソン実行委員会
種　　　目： ①10マイル(16km)、 ②親子ラン(2.2km)、
　　　　　　③チャレンジラン(2.2km)
募 集 人 数： ①8,000人（藤沢市民先行募集受付枠4,500人）
　　　　　　②850組1,700人
　　　　　　　（藤沢市民先行募集受付枠650組1,300人）
　　　　　　③50組100人　 
募 集 期 間： ◆藤沢市民先行募集受付期間（10マイル・親子ラン）　　
　　　　　　　※藤沢市在住者のみ
　　　　　　　2019年8月16日（金）～2019年8月22日（木）
　　　　　　◆一般募集受付期間（10マイル・親子ラン）
　　　　　　　2019年8月23日（金）～2019年10月31日（木）
　　　　　　※定員になり次第締め切らせていただきます。
申 込 方 法： インターネット受付
　　　　　　　※チャレンジランについては、別途申込（学校へ申込用紙を配布します）
参 加 資 格：

主 管 団 体：藤沢市陸上競技協会
協　　　力：藤沢警察署、茅ヶ崎警察署、茅ヶ崎市、海上自衛隊厚木上

級海曹会、藤沢市交通指導員、(公社)藤沢市医師会、藤沢市
赤十字奉仕団、ふじさわ救命普及推進会、鎌倉市陸上競技
協会、茅ヶ崎市陸上競技協会、寒川町陸上競技協会、綾瀬
市陸上競技協会、大和市陸上競技協会

後援(予定)： 神奈川県、神奈川県教育委員会　他

事　務　局： 

実行委員会：
構成団体等

藤沢市、藤沢市教育委員会、(公財)藤沢市みらい創造財団、
藤沢市体育協会、藤沢市地区社会体育振興協議会連合会、
藤沢市スポーツ推進委員協議会、藤沢市スポーツ少年団本
部、藤沢市レクリエーション協会、藤沢商工会議所、(公社)
藤沢市観光協会、(一社)藤沢市商店会連合会、(一社)藤沢青
年会議所、(公社)藤沢市医師会、藤沢市交通安全協会、江の
島片瀬漁業協同組合、藤沢市漁業協同組合、神奈川県湘南
地域県政総合センター、神奈川県藤沢土木事務所、神奈川
県スポーツ局セーリング課、(公財)神奈川県公園協会、(株)
湘南なぎさパーク、（株）新江ノ島水族館、東日本旅客鉄道
(株)、小田急電鉄(株)、江ノ島電鉄(株)、湘南モノレール
(株)、神奈川中央交通東(株)藤沢営業所、京浜急行バス(株)
鎌倉営業所、(株)ジェイコム湘南・神奈川、藤沢エフエム放
送(株)、国際ロータリー第2780地区、ライオンズクラブ国
際協会330-Ｂ地区１ゾーン、(一社)湘南読売会、(株)江ノ電
バス、市民代表

選 手 受 付：ナンバーカード事前送付（年内発送予定）
表　　　彰：男女別１位から８位（総合の部、藤沢市民の部）
　　　　　　※総合、市民の部男女上位３位までは、賞状・メダル・副賞を贈呈
　　　　　　　　各カテゴリー４位から８位までは、賞状・副賞を贈呈
　　　　　　　※総合の部の入賞対象者は全参加者とします
　　　　　　　※参加者の記録及び年代別記録は、ホームページにて公表します

参　加　賞：参加記念Ｔシャツ、記録証、協賛品
　　　　　　※大会不参加の方で希望者については、送料本人負担にて記念
　　　　　　　　Ｔシャツを発送します
　　　　　　　※協賛品については、大会当日競技に参加した方のみ配布します

１０マイル
(16km)

親子ラン
(2.2km)

15歳以上の男女
（中学生不可）

小学生と
その保護者

8時30分

種　目 参加資格 制限時間 参 加 料スタート時間

8時45分

6,000円

4,000円
（2人1組）

2時間15分

30分

チャレンジラン
(2.2km)

市内の特別支援学級
及び養護学校に通う
児童・生徒とその関係者

8時45分 4,000円
（2人1組）30分

※途中通過関門
　制限時間あり

※視覚障がい者は伴走者が必要です。伴走と分かるものを着用してください
※未成年者は保護者の同意が必要です
※車いすを利用しての参加はできません
※制限時間を超えた時点で競技中止となります

申込方法

募集期間

環境美化活動、市民スポーツの促進・発展 チャリティ　

皆さまからお預かりした募金は江の島周辺の整備
および環境美化のために使用させていただきま
す。また、市民スポーツの促進・発展のため藤沢市
スポーツ振興基金にも寄付させていただきます。

1口 100円

2019年9月1日（日）から、ボランティアを
募集いたします（中学生以上）。詳しくは
大会ホームページをご覧いただくか、事
務局までお問い合わせください。

ボランティア
募集

1
point 参加者限定の特典！参加者限定の特典！

ナンバーカードでの割引や特典サービス
を実施します。江の島島内や周辺だけで
はなく、藤沢市2大ショッピングモールの
「湘南モールフィル」と「テラスモール湘
南」にもご協力いただきます。詳細につい
ては、大会HPで順次ご案内します。

ナンバーカードでの割引や特典サービス
を実施します。江の島島内や周辺だけで
はなく、藤沢市2大ショッピングモールの
「湘南モールフィル」と「テラスモール湘
南」にもご協力いただきます。詳細につい
ては、大会HPで順次ご案内します。

2
point

ナンバーカードの事前送付
及び記録証の当日配布
ナンバーカードの事前送付
及び記録証の当日配布

「参加のご案内」および「ナンバーカード・
計測チップ」は年内に事前発送いたしま
す。また、記録証は、大会当日発行いたし
ます。ランネットホームページでは無料で
記録証を印刷することができます。

「参加のご案内」および「ナンバーカード・
計測チップ」は年内に事前発送いたしま
す。また、記録証は、大会当日発行いたし
ます。ランネットホームページでは無料で
記録証を印刷することができます。

4
point

環境美化活動チャリティに
取り組みます！（1口100円）
環境美化活動チャリティに
取り組みます！（1口100円）

皆さまからお預かりした募金は、江の島周
辺の整備および環境美化のために使用さ
せていただきます。

皆さまからお預かりした募金は、江の島周
辺の整備および環境美化のために使用さ
せていただきます。

5
point １０回記念大会として１０回記念大会として

今大会で10回を迎えるにあたり、大会当日
会場にて記念大会グッズ販売を行います。
その他、記念大会らしいイベント等を開
催予定です。

今大会で10回を迎えるにあたり、大会当日
会場にて記念大会グッズ販売を行います。
その他、記念大会らしいイベント等を開
催予定です。

6
point

参加記念プレゼント参加記念プレゼント

参加者には『第10回湘南藤沢市民マラソ
ン2020記念Tシャツ』をプレゼント。さら
に、当日参加した方限定の特典として、
10回大会記念クリアファイルとファイテ
ン株式会社より大会記念品をプレゼント。

参加者には『第10回湘南藤沢市民マラソ
ン2020記念Tシャツ』をプレゼント。さら
に、当日参加した方限定の特典として、
10回大会記念クリアファイルとファイテ
ン株式会社より大会記念品をプレゼント。

3
point

集まろう！ 江の島へ集まろう！ 江の島へ
湘南藤沢市民マラソンでは、「走る・食べる・観る」をテーマに、マラソンに参加するすべての皆様が、
また来たいと思える大会になるよう最高のロケーション、最高のおもてなしでお迎えします。

湘南藤沢市民マラソンでは、「走る・食べる・観る」をテーマに、マラソンに参加するすべての皆様が、
また来たいと思える大会になるよう最高のロケーション、最高のおもてなしでお迎えします。

パソコンまたはスマートフォン等からURLに
アクセスし、大会エントリーページの指示に
従ってお申し込みください。
支払い方法はお選びいただけます。
（クレジットカード、コンビニ、ATMなど。）
※事前に会員登録が必要となります
※別途手数料がかかります
※今大会からエントリーはインターネット(ランネット)のみとさせていただきました。 
　(窓口、電話でのエントリーはできませんので、ご了承ください。）
　なお操作方法等については、大会ホームページでご確認いただけます。

QRコードから申込
サイトにアクセス
できます


