
【主　　催】　伊達ももの里マラソン大会実行委員会
【共　　催】　伊達市　伊達市教育委員会　福島民友新聞社
【主　　管】　伊達市保原町陸上競技協会　伊達市保原体育協会
【後　　援】　県北陸上競技協会　伊達市陸上競技協会　公益財団法人福島県スポーツ協会　東日本旅客鉃道㈱福島駅　
　　　　　　㈱ JR東日本びゅうツーリズム＆セールス　福島テレビ　テレビユー福島　福島放送　福島中央テレビ　ラジオ福島　ふくしま FM
【特別協賛】　富士通 Japan ㈱　富士通アイソテック㈱　富士通アイソテック労働組合
　　　　　　ふくしま未来農業協同組合伊達地区本部　
【協　　賛】　福島ヤクルト販売㈱　伊達市観光物産交流協会　
【協　　力】　伊達警察署　伊達地方消防組合　福島県保原土木事務所　阿武隈急行㈱　（一財）大原綜合病院　（医）敬仁会なかのクリニック　
　　　　　　（医）伊達セントラルクリニック　（医）すずき医院　伊達地区交通安全指導隊　伊達地区交通安全協会保原支部　
　　　　　　伊達市消防団保原支団第5分団　伊達市スポーツ推進委員会　伊達市連合婦人会保原連絡協議会　伊達市保原地域ＰＴＡ

伊達ももの里
マラソン大会

第60回記念

9.42022. 日
会場 /保原中央交流館前
■スタート /7:00　■雨天決行

5月22日（日） 7月7日（木）～
※インターネット『ランネット』（https://runnet.jp）からお申込みください。事前の会員登録が必要です。
※10キロ、5キロの部は、定員になり次第締め切ります。
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　≪東北自動車道≫……国見インターから車で　約20分
　　　　　　　　　　　飯坂インターから車で　約20分
　≪東北中央自動車道≫伊達桑折インターから車で　約15分
　　　　　　　　　　　霊山インターから車で　約15分
　　　　　　　　　　　伊達中央インターから車で　約10分
　≪阿武隈急行≫………福島駅発　梁川行・富野行・槻木行（約20分）
　　　　　　　　　　　　　　　　→保原駅下車　徒歩８分
　　　　　　　　　　　槻木駅発　福島行　　　　　　　（約60分）
　　　　　　　　　　　　　　　→保原駅下車　徒歩８分

◆問い合わせ先　伊達ももの里マラソン大会事務局
〒960-0663　福島県伊達市保原町字舟橋237番地6（保原プール内）

TEL.024-597-6603 （平日　８:30～17:15）
FAX.024-572-7225 　HP　https://ｗｗｗ.datemomo.jp 
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【今回第60回大会情報】
　　気　　温…30度を超えることが予想されますので、
　　　　　　　ご注意願います。
　　給　　水…９ヶ所　
　　駐 車 場…約1,500台（駐車台数に限りがございます。
　　　　　　　できるだけ、公共交通機関をご利用ください。）
　　手荷物置き場…1ケ所

【大会記録】
　10キロ　男子31分 01秒（56回）　女子36分42秒（54回）
　５キロ　男子15分47秒（55回）　女子17分56秒（55回）
　３キロ　男子　9分12秒（58回）　女子10分14秒（52回）
　２キロ　6分29秒（59回）
　１キロ　3分35秒（50回）
　 親  子　3分 17秒（50回）

【大会情報】
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回数 開催日 気温（℃） 湿度（％） 天　気 時　間
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ゲストランナー
椎野　修羅さん
（所属 : 富士通）

（一財）伊達市スポーツ振興公社　事業課
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一般男子29歳以下（高校生以上）
一般男子30歳代
一般男子40歳代
一般男子50歳代
一般男子60歳代
一般男子70歳以上
一般女子39歳以下（高校生以上）
一般女子40歳以上54歳以下
一般女子55歳以上
一般男子30・40歳代
一般男子50・60歳代
一般男子70歳以上
一般女子39歳以下（高校生以上）
一般女子40歳以上
中学男子
中学女子
小学男子６年生
小学女子６年生
小学男子５年生
小学女子５年生
小学男子４年生
小学女子４年生
小学男子３年生
小学女子３年生
小学男子２年生
小学女子２年生
親子（お父さんと小学男女１年生以下）
親子（お母さんと小学男女１年生以下）

10キロ

5キロ

3キロ

2キロ

1キロ

種　　　　目
距　離 区　　分部門№

スタート
予定時刻

定員
1,500名

８:00

定員
500名

7:00

10:25

10:15

10:05

9:55

9:45

9:40

9:35

【目　　的】 マラソンを通して、参加者相互の親睦と友情を深め、心の
　　　　　　輪を広げ、生涯スポーツの向上と体力づくり、人づくりを
　　　　　　目的に開催する。また、全国から多数のランナーを迎え、　
　　　　　　観光や特産品市を通して「ももの里伊達市」のＰＲと活性
　　　　　　化に寄与する。

【日　　時】 令和４年９月４日（日）午前７時　スタート　※雨天決行
　　　　　　開会宣言　午前６時４５分（開会式は行いません）
　　　　　　閉会宣言
【会　　場】 福島県伊達市　保原中央交流館前　スタート・ゴール
【種　　目】 スタート時刻、順番は参加者の状況により変更になる場合
　　　　　　があります。

※ スタートは、10キロ、5キロは自己申告記録順、それ以外はナンバー
　カード順となります。10分前までに招集所に集合してください。
※ 記録計測は「ランナーズチップ」で行います。出走の際には、必ず靴
　に装着してください。装着されていない場合は、記録計測が出来ませ
　んのでご注意ください。
　親子の部は、お父さん・お母さんが装着し、必ず手を繋いでゴールし
　てください。
※タイム計測は、スタート時の混雑を避けるためネットタイム（スター
　トラインを通過した時点から計測）を採用します。

※10キロの部については、関門を途中２ヵ所に設置し、制限時間（折
　返点 5.28 キロ地点 45 分後、8 キロ地点 77 分後）までに通過でき
　ないランナーは、競技を中止しバスで収容になりますのでその時点で
　走るのを中止し、「ランナーズチップ」をはずし、競技役員の指示に従っ
　てください。
※ゴール後はランナーズチップ回収にご協力下さい。
　（参加賞ドリンクお受け取りの際に返却してください）
　なお、来場のみで走らない方や途中棄権の方は、ランナーズチップを
　持ち帰らないで必ず総合案内に返却してください。
　当日、来場されない方は大会事務局まで返送ください。返却のない場
　合は後日実費（2,000円）を請求いたします。

【参 加 料】

【参加申込】 令和４年５月22日（日）～７月７日（木）
　　　　　　インターネット『ランネット』（https://runnet.jp）から
　　　　　　お申込みください。
　　　　　　事前の会員登録が必要です。
　　　　　　※10キロ、5キロの部は、定員になり次第締め切ります。
　　　　　　※パンフレット請求の際は、返信用切手を同封ください。
　　　　　　　（１部 84 円、２～３部 94 円、４～６部 140 円、７～
　　　　　　　　10部210円、それ以上の場合はご相談ください。）
【参加資格】・健康で完走可能な方。
　　　　　 ・年齢は大会当日の令和４年９月４日時点での満年齢。
　　　　　 ・10キロについては90分以内で完走可能な方に限ります。
【選手受付】　「ナンバーカード（ゼッケン）」「ランナーズチップ」「参加賞」
　　　　　　を参加者全員に事前発送いたします。（大会2週間前の予定）
　　　　　　予定日までに届かない場合は、大会事務局にお問い合わせ
　　　　　　ください。大会当日は忘れずに「ナンバーカード（ゼッケン）」
　　　　　　と「ランナーズチップ」をお持ちください。
　　　　　　※参加者の都合によるナンバーカード（ゼッケン）及びラ
　　　　　　　ンナーズチップの再発行については、会場にて手数料
　　　　　　　1,000円をいただきます。
【表　　彰】 各１位～６位（表彰式は行いません。入賞者には賞状・副
　　　　　　賞の桃３㎏を後日郵送します。）
　　　　　　・完走証はＷＥＢ発行のみとなります。 
　　　　　　・大会記録表は、大会終了後に大会ホームページに掲載し
　　　　　　　ます。
【賞　　品】 参加賞（全員）
　　　　　　オリジナルＴシャツ（S、M、L、LL）・スポーツドリンク
　　　　　　特別賞（桃ジュース）
　　　　　　・遠来賞　（最北、最南の参加者　１世帯１名）
　　　　　　・敢闘賞　（最高齢参加者　男女各1名）
　　　　　　※該当者の方には、「特別賞引換券」を郵送しますので、大
　　　　　　　会当日お引替えください。

小・中学生　1,500円
高校生　　2,000円

一般・親子　4,500円

内容をよく確認し、各事項に同意の上お申し込みください。
①　当大会の新型コロナウイルス感染症等の対策については、日本陸上競技連盟「ロードレース再開についてのガイダンス」に則り行います。よって、ガイ
　　ダンスの内容が改定された場合には大会開催内容も変更になる場合があります。
②　大会当日は新型コロナウイルス感染対策のご協力をお願いします。
③　定員はそれぞれ先着順とし、定員に達した場合は大会ホームページ内でお知らせし、その時点でお申込みを締切ります。
④　自己都合による種目変更、キャンセルはできません。また、重複、過剰入金の場合も返金はできません。
⑤　災害、荒天等もしくはその他の事情による中止の場合、参加料は返金いたしませんが、参加記念品を送付します。
⑥　選手の荷物については、大会当日5時30分より、主催者が設置する「手荷物置き場」に、「参加案内」に同封する「荷札」をつけてご利用ください。
　　※貴重品については、各自の責任で管理してください。荷物の盗難、紛失については、主催者では一切の責任は負えませんのでご了承ください。
⑦　駐車場の駐車台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
⑧　心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨むこと。疾病、事故等に対し、自己の責任において参加してください。
　　参加者全員マラソン保険に加入しますが、競技中の事故に対し応急措置はいたしますが、一切の責任を負うことはできません。なお、当日40歳以上の
　　希望者を対象に健康診断を行います。参加者は万一の事故に備え保険証または写しを必ず持参ください。
⑨　出走は参加申込者本人に限るものとします（代理出走の禁止）、また、年齢や性別の虚偽の申告があった場合は、出場、表彰を取消します。
⑩　車椅子での参加や乳母車等を押しての参加は、他の参加者への影響や、大事故につながる恐れがありますのでお断りします。
⑪　政治的、宗教的又は思想的な啓発活動を目的とした服装、他のランナーに迷惑となる仮装・行為などはおやめください。　　　　
⑫　救護担当・審判員等が競技続行不可能と判断した場合には、ランナーに競技中止を勧告いたします。必ず指示に従ってください。
⑬　競技中、緊急車両の通行等により走者を停止させ、車両の通行を優先させる場合があります。
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第６０回記念　伊達ももの里マラソン大会実施要項
　コース：市街地、住宅街、官庁街、のどかな田園、果樹畑など景色の変化が楽しく、比較的平坦なペース配分のしやすい
　　　　　コースです。沿道では、太鼓演奏によりランナーの皆さんを応援します。大会のポイント

１．開催規模を縮小します
　　①スタート時やコース上、更衣室などの密集の緩和対策として、参
　　　加者数を約63％にして開催します。
　　　（※参加者数：59回大会約5,000人⇒3,150人）
２．開催条件を設けます
　　原則、下記の①～③が満たされている状態で開催します。
　　①移動制限や外出自粛等を伴う緊急事態宣言が発令されていないこ
　　　と。
　　②開催地の自治体（伊達市・福島県）からイベント開催自粛要請が
　　　発せられていないこと。
　　③ランナー及びスタッフ・ボランティア・競技役員全員の大会１週
　　   間前～当日～２週間後までの健康状態と連絡先を把握できるよう
　　　努めます。具体的には、大会 1 週間前～当日までの健康状態を記
　　　載いただく「体調チェックシート」を全員提出いただきます。また、
　　　大会終了から２週間後までに検査を受けられ陽性が出た方、体調
　　　を崩された方（新型コロナウイルス感染症の症状に該当する方）は、
　　　大会事務局へご報告いただきます。
３．会場および競技運営において感染症対策を実施します
　　①会場への入場制限
　　　屋内施設に入場できる方をランナー、スタッフ等の関係者のみと
　　　させていただきます。
　　②ランナー受付時の検温・健康状態確認・手指消毒の徹底
　　　大会に参加するすべての方に検温・手指消毒ができる体制を整え
　　　ます。非接触型体温計による検温において 37.5℃以上の熱のあ
　　　る方は、参加、入場をご辞退いただきます。また、ランナーの皆
　　　さまには、受付時に「体調チェックシート」をご提出いただき、　
　　　行動履歴、体調から感染リスクが高いと主催者が判断した場合に
　　　は、参加をお断りする場合がございます。その際の参加料は返金
　　　致しません。また、受付、選手控所、更衣室、トイレなどには消
　　　毒液を設置します。消毒液による手指消毒を励行してください。
　　③更衣室での密集対策
　　　できるだけ更衣を必要としない服装での来場をお願いします。更
　　　衣室は換気を徹底（窓の解放・換気扇の使用）しますが、更衣は
　　　速やかに行い滞留することのないようお願いします。

　　④マスクの着用
　　　ランナーの皆さんは、競技中以外はマスク等の着用をお願いしま
　　　す。また、大会関係者は全てマスク着用を義務付け、参加者に近
　　　接するスタッフはフェイスガードや手袋を着用します。
　　⑤スタート時の密集対策
　　　ネットタイム計測を導入し、スタート時の混雑軽減に努めます。
　　⑥給水所における感染症対策
　　　セルフサービスで配布し、手渡しは行いません。感染症予防のた
　　　め飲み残しのないようお願いします。給水所の数を減らしていま
　　　すので、マイボトルの携帯を励行します。
　　⑦沿道応援の自粛呼びかけ
　　　沿道での応援は密集する可能性があるため、事前に広報し、沿道
　　　応援の自粛を広く呼びかけます。
　　　ご家族やご友人も含め、会場や沿道での応援はしないようお願い
　　　いたします。
４．その他
　　①会場内にはゴミ箱を設置しませんので、発生したゴミは各自でお
　　　持ち帰りください。
　　②65歳以上の方や基礎疾患を有する方は、新型コロナウイルス感
　　　染症に罹患した場合、重症化するリスクが高い旨を認識した上で
　　　参加してください。
　　③本大会は、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利
　　　用を推奨しています。スマートフォンにインストールしてご利用
　　　ください。
　　④本大会で加入している保険は、感染症は対象外となりますのでご
　　　了承ください。

新型コロナウイルス感染症対策に向けた取り組み

参加申込みで登録された個人情報は実行委員会
が責任を持って管理し、大会運営と次回大会の
案内、参加者へのサポート情報にのみ使用しま
す。大会の模様を撮影した写真や動画などは、
新聞紙面や大会の広報等に協賛社，後援・協力
団体を含め使用いたしますので予めご了承くだ
さい。

　本大会は残暑が厳しい時期に開催されます。きちんと対策を講じて、予防に
努めてください。
　○「のどが渇いた」はもう遅い　⇒　早めに、こまめに水分補給しましょう。
　○体調が悪い場合は参加しない　⇒　コンディションを整えましょう。
　○体と対話しながら走る　⇒　がんばるだけがレースではありません。
　　適宜休憩を取り、場合によっては棄権する勇気を持ちましょう。
　○服装に気をつける　⇒　帽子をかぶり、通気性の良い物を着用しましょう。

熱中症に注意個人情報の取扱いについて

（　　　）

（　　　）


