
大会に関する
お問い合わせ

申し込みから大会参加までの流れ

アスリートエントリー 一般エントリー（抽選）

愛媛マラソン実行委員会事務局
〒790-8510 愛媛県松山市本町1-1-1（南海放送内）
TEL 089-915-8460　FAX 089-915-2388（土・日・祝日を除く10時～17時）
〈愛媛マラソンホームページ〉http://www.ehimemarathon.jp　〈メールアドレス〉info@ehimemarathon.jp

アスリートエントリー資格審査

8月5日（月） 

7月1日（月）
　  ～31日（水）

7月下旬
  ～8月2日（金）

申し込み（参加料・エントリー手数料入金）受付開始

審査結果通知

午前0時　受付開始

申し込み締切

抽選結果通知

当選者 入金締切8月16日（金） 申し込み（参加料・エントリー手数料入金）締切

エントリー確定者名簿発表（愛媛マラソンホームページにて）

ナンバーカード引換券・参加案内ほか郵送

【選手受付】13：00～19：00 南海放送本町会館1階 【開会式】16：00～ 松山市民会館大ホール

【選手受付】 7：30～  9：00 南海放送本町会館1階 【スタート】10：00 愛媛県庁前

※定員に達した場合には早期に締切る場合があります。
　その場合には大会ホームページでお知らせします。

※入金者数が定員に達しない場合には
　2次抽選を行う場合があります。

※当落にかかわらず連絡します。

11月下旬

2020年1月15日（水）

2020年2月8日（土） 大会前日

大会当日 2020年2月9日（日） 

8月19日（月） 

8月31日（土） 

9月26日（木）

10月8日（火）

［期間内受付］
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日本陸上競技連盟公認／ＡＩＭＳ公認　愛媛マラソン松山コース　コース概略図・高低図
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※前日代理受付の方は、城山公園メイン会場にて本人確認が必要

※受付時本人確認実施

【予定】



①個人情報は、大会運営業務のために使用します。また公式ホームページ・
大会プログラムへの掲載のほかに、主催者によるアンケート取材、マスコ
ミ各社の番組・ニュースや新聞などで使用することもあります。なお、プロ
グラム掲載事項に関する情報（氏名、年齢、都道府県、所属名）は記録集
等で公表する事があります。
②大会中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インター
ネット・イベントなどへの掲載権は主催者に属します。
③愛媛マラソンは、「RUN as ONE - Tokyo Marathon」との協定に則
して、推薦された方の個人情報(公式記録、 氏名、性別、生年月日、連絡
先)を、東京マラソン財団へ提供します。
④主催者が認める者により写真等の販売を行うことがあります。

■開催日
 2020年2月9日（日） 雨天決行 10:00スタート・16:00競技終了

■コース

■競技規則
 2019年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定による。

■種目
 マラソン（42.195kｍ）

■参加申込

■参加者用駐車場

■交通手段

日本陸上競技連盟公認／ＡＩＭＳ公認　愛媛マラソン松山コース
愛媛県庁前（スタート）～北条文化の森公園～折返点～松山市城山
公園（フィニッシュ）

①総合 男子 1位～8位 ・ 女子 1位～8位まで表彰。　　
②年代別 男・女とも29歳以下・30歳代・40歳代・50歳代・60歳以上の各

年代の上位3名まで表彰。※年代別では、総合入賞と重複した場
合は総合入賞者を除き、次点順位の方を繰り上げて表彰。

本大会のメイン会場城山公園周辺には駐車場の限りがありますので公共
交通機関をご利用下さい。

大会当日は、会場周辺の駐車場（8時間まで無料）を用意しています。（台
数に限りがあります）エントリー手続き終了後、愛媛マラソンホームペー
ジの専用フォームよりお申し込み下さい。
詳細は10月下旬に愛媛マラソンホームページでお知らせします。

①大会当日満18歳以上の者。
②5時間45分で完走できる者。
③本大会が推薦・招待する者。

■定員
　10,000名

■参加資格

■表彰

受付時にお渡しする「荷物預け専用袋」（55cm×74cm）でのみお預かりし
ます。貴重品の盗難・紛失については、主催者は責任を負いませんので、各
自の責任において管理して下さい。

■手荷物預かり

愛媛マラソンは、「RUN as ONE - Tokyo Marathon」 【準エリート(国内)】
提携大会として、競技力の向上及び選手の強化・育成を目指しています。
そのプログラムに基づき、第58回愛媛マラソン登録の部の完走者の中
から「準エリート」20人に東京マラソン2021(2021年3月上旬開催予定)
の出走権が付与されます。

■東京マラソン2021への出走権の付与

■参加料
　9,350円（別途手数料等がかかります）

■参加賞

要項58

1.アスリートエントリー（先着 3,000名）
　※男子3時間30分、女子4時間以内のランナー
　2019年8月5日（月）～8月16日（金）
2.一般エントリー（抽選7,000名）
　2019年8月19日（月）～8月31日（土）

■制限時間
 6時間（号砲を基準とし途中関門あり）

※交通・警備・競技運営上、下記の選手は審判の判断により競技を中止
　させバスに収容します。
　1.関門を通過できなかった選手
　2.関門を通過できた選手でも、2.5km、3.9km、25.2kmをはじめ　
　　コース上で著しく遅れた選手

■開会式
【日時】 2020年2月8日（土） 16：00～
【会場】 「松山市民会館大ホール」（愛媛県松山市堀之内）

■代走の禁止・受付時の本人確認

当日受付は、混雑が予想されスタート時間に間に合わない場合がありま
すので、前日の受付にご協力下さい。

出走は申し込み本人に限ります。受付時に本人確認書類により本人確認
を行います。本人確認ができた方には係員がリストバンドをお付けします
ので競技終了までお付け下さい。

「南海放送本町会館1階」（愛媛県松山市本町1-1-1）

【日時】
■受付

【会場】

2020年2月8日（土）13：00～19：00
2020年2月9日（日）7：30～9：00

■その他
①地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等主催者の責によらない事由による
開催縮小・中止の場合、参加料・手数料等の返金は行いません。また、受付
日や大会当日における公共交通機関、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。
②モラル・マナーに反すると認められる者、運営に支障をきたす行為をした
と認められる者の参加申し込みは受け付けません。また、参加資格を取
り消す場合があります。（アスリートも含みます）
③参加選手は十分なトレーニングをし、事前に健康診断を受けるなど、各自
の責任において参加して下さい。
④参加選手は、指定されたコースを主催者・警察官の指示に従い走行して
下さい。
⑤緊急車両の通行等のためレースを中断し、緊急車両の通行を優先させる
場合があります。
⑥大会会場(コース含む)において、他のランナーに迷惑となる行為（仮装、ゲ
タ、旗等不適切なもの）と主催者が判断した場合は、対象物を没収します。
　なお、主催者の指示・指導に従わない等問題行為があった場合は失格と
し、今後の本大会への申し込みは受け付けません。
⑦競技中の事故及び疾病についての応急処置は主催者で行いますが、その
後の処置については責任を負いません。（健康保険証を持参して下さい。）
⑧参加料には、マラソン保険代が含まれます。

オリジナルマラソン手袋（S・M・L・LL）
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関門場所 関門時刻距　離

11時05分
11時56分
12時42分
12時53分
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15時00分
15時29分
15時47分

■個人情報・肖像権等

1. アスリートエントリー　ＲＵＮＮＥＴ（インターネット）　定員／先着3,000名

2. 一般エントリー　ＲＵＮＮＥＴ（インターネット）　定員／抽選7,000名

A． 愛媛マラソンで資格をお持ちの方
 愛媛マラソン（第55・56・57回）で資格をお持ちの方には 「ア
スリートエントリーのご案内」を郵送します。その案内にした
がってエントリーして下さい。

 ※氏名・住所等に変更のあった方は、7月31日までに大会事務
局にお知らせ下さい。

B． 他大会で資格をお持ちの方
 ①資格審査　≪受付期間：7月1日（月）～7月31日（水）≫
 　右記を資格審査申込フォームまたは郵送で申し込み
 ②審査結果通知について　≪7月下旬～8月2日≫
 　全員に審査の結果をメールまたは郵送にて連絡します。

　 ①エントリー期間　《2019年8月5日（月）～8月16日（金）》
 ②審査通過者は「アスリートエントリーのご案内」に記載してあるエントリー方法等必要事項を確認し、ＲＵＮＮＥＴでお申込み下さい。
 ③参加料等をRUNNETフォーム内の指示に従ってお振込み下さい。ご入金確認後、エントリー完了です。
　 ※応募者が定員を超えた場合には早期に締め切る場合があります。その場合には、愛媛マラソンホームページにてお知らせします。
　 ※応募者が定員に満たない場合は「一般エントリー」申し込み者で、第55回大会以降の愛媛マラソンにおいて下記の記録（グロスタイム）をもつ 
 　方から抽選で不足分を補います。
 　【男子】3時間30分01秒～4時間00分00秒　【女子】4時間00分01秒～4時間30分00秒
 　当選者は、9月26日（木）の一般エントリーとあわせて、一括発表とします。

　 2019年8月19日（月）～8月31日（土）　※8月31日（土）まで定員を超えても受け付けます。

男子3時間30分、女子4時間以内の各大会事務局が発行している記録証を提出できるランナー
（２０１7年１月１日以降で日本陸連公認、ＡＩＭＳ公認コースで開催されたマラソン大会が対象。グロスタイム「号砲からのフィニッシュ時間」を対象とします）

⑵資格審査

⑶審査通過者のエントリー方法について

⑴申込資格者

⑴エントリー期間

3. エントリーにおける注意事項

RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。RUNNETの利用規約に従いお申し込み下さい。
⑴RUNNET

一人一件の申し込みとし、あらゆる重複エントリーは認めません。悪質なエントリーであると判断した時には、抽選対象から削除します。
⑶重複エントリー

氏名、年齢、性別、居住地、記録等の虚偽申告は認めません。また、代理出走、 出場権の権利譲渡は認めません。こうした行為が判明した場合は失格とし、
主催者はいかなる補償・返金もいたしません。

⑷虚偽申告・代理出走

お申し込み後の参加料・エントリー手数料の返金や過剰入金・重複入金の返金は行いません。
⑸お申し込み後の返金

2017年1月以後の「ベストタイム」と「予想タイム」の2つをスタートブロック振り分けの参考とします。ベストタイムは「大会名」と「開催年」を記入
して下さい。確認できない「ベストタイム」の記入や、いずれかが未記入の方は最終ブロックからのスタートとなります。

⑹「ベストタイム」「予想タイム」の入力

各都道府県陸上競技協会に登録されている方は、登録陸協名・登録番号・所属名を必ず記入して下さい。個人登録の方の所属名は、各都道府県陸
協名となります（愛媛陸協・東京陸協等）。登録時の所属名と申し込みの所属名が異なる場合は、記録は公認されません。

代理出走による事故防止のため、参加者全員を対象に受付時に身分証明書により本人確認を行います。
本人確認ができた方には係員がリストバンドをお付けしますので競技終了までお付け下さい。
代理受付は可能ですが、大会当日、本人確認が必要ですので本人による前日受付にご協力下さい。

⑺登録競技者のみなさんへ

11月下旬に、エントリー確定者名簿を愛媛マラソンホームページ（http://ehimemarathon.jp/）に掲載。
⑻参加者名簿の発表について

2020年1月15日（水）に郵送を予定しています。住所・氏名に変更のある方はRUNNETの情報を修正するとともに、郵便局に転居届を出して下さい。
⑼ナンバーカード引換券など発送について

郵便振替でのお申し込みを希望される方は大会事務局へお問い合わせ下さい。
⑽郵便振替でのお申し込みについて

参加料9,350円とエントリー手数料481円が必要です。
⑵参加料入金

 RＵＮＮＥＴにて抽選申し込みを受け付けます。
　 右記アドレス、QRコード等からRUNNETにお申込み下さい。

⑵申込方法

　 抽選結果は当選・落選にかかわらず、9月26日（木）にメールにてお知らせいたします。当選された方は、ＲＵＮＮＥＴにて指定された期日までに、入金
手続きを行って下さい。ご入金確認後、エントリー完了です。

⑶抽選結果について

　 落選者から2次抽選を行います。2次抽選を行う場合は、愛媛マラソンホームページにてお知らせし、10月下旬に2次抽選当選者に連絡します。
⑷入金者数が定員に達しない場合

申込方法

記載内容

資格審査申込フォーム
愛媛マラソンホームページ内

①氏名 ②フリガナ ③性別 ④生年月日（西暦） ⑤郵便番号 ⑥住所
⑦電話番号（平日昼間に連絡がつく番号）

各大会が
発行している
記録証

写真またはスキャンデータ
（JPEG,PDF等）を申込フォーム内に添付

コピーを同封
※返却いたしません

注意事項
athlete@ehimemarathon.jpの
受信許可設定をして下さい

返信用封筒を同封して下さい。

審査結果
通知方法 メールで通知 郵送で通知

事務局にて審査

長3（縦230ｍｍ×横115ｍｍ）相当の封筒に、
送付先住所・氏名を記入し、82円切手をお貼り下さい。

http://www.ehimemarathon.jp

郵　送
〒790-8510 松山市本町1-1-1(南海放送内)

愛媛マラソン実行委員会事務局

申し込み方法のご案内

スマホからのお申し込みは
QRコードのご利用が
便利です。

https://runnet.jp
（愛媛マラソンホームページからもリンクしています）

  ランネット

愛媛県教育委員会、松山市教育委員会、愛媛県観光物産協会、愛媛県商工会議所連合会、松山商工会議所、愛媛経済同友会、松山青年会議所、松山観光コンベンション協会、愛媛県旅館ホテル生活衛生

同業組合、道後温泉旅館協同組合、愛媛ホテル協会、松山ホテル協会、愛媛県スポーツ協会、松山市スポーツ協会、松山市小学校体育連盟、松山市中学校体育連盟、愛媛県高等学校体育連盟、松山市公民

館連絡協議会、愛媛県医師会、松山市医師会、愛媛県ハイヤー・タクシー協会、愛媛県トラック協会、愛媛県バス協会、愛媛県遊技業協同組合、松山市文化・スポーツ振興財団、松山市スポーツ推進委員協議

会、四国陸上競技協会、松山市陸上競技協会、松山大学、NHK松山放送局、テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ、ＦＭ愛媛、愛媛ＣＡＴＶ

愛媛県、愛媛県警察本部、松山東警察署、松山西警察署、国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所、愛媛大学医学部附属病院、日本赤十字社愛媛県支部、愛媛県安全赤十字奉仕団、伊予鉄グループ

後　　援／

特別協力／

本人確認の実施について
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