
六甲アイランド 10kmコース（日本陸上競技連盟公認）

2019年9月16日月・㊗ 締切
定員4,500人になり次第締め切らせていただきます。

参加者募集中！
第30回
六甲シティマラソン大会

スマートフォンで大会概要が見れます！

主 催：神戸市、（公財）神戸市スポーツ教育協会、神戸市陸上競技協会、神戸新聞社
主 管：神戸市陸上競技協会
後 援：（一財）兵庫陸上競技協会、ラジオ関西、サンテレビジョン、六甲アイランド地域振興会、六甲アイランドCITY自治会
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シェラトン

集合場所
親子ペア・10㎞ 
　→ スタート地点
1.5㎞・3㎞・5㎞
　→大会本部
　　南側グランド
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the 30 th  Rokko  C i t y  Ma ra t hon

雨天決行2019.11.10(Sun)
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協　賛

アクセス抜群 !
大阪から30分、三宮から20分、六甲ライナー

「マリンパーク」駅から歩いてすぐ!

秋の神戸・六甲アイランドを駆け抜けよう ‼
会場へのアクセス

大会ゲストランナー 参 加 賞
ランナーの
皆さんから
大好評！

大会オリジナル！

スポーツタオル

さらに !!
みなさんに喜んでいただける

あれこれプレゼント！
※内容は前回大会のものです。変更になる場合があります。

協賛企業からの

バナナやドリンク

M高史さん

岡本治子さん
2001日本選手権5000ｍ･10000ｍ
2種目制覇
エドモントン世界陸上選手権
5000m･10000m日本代表
垂水中学校、須磨女子高校出身
【自己記録】
マラソン　2時間27分01秒

【自己記録】
マラソン　2時間40分34秒

公務員ランナーとして有名な川内優
輝さんのそっくりさんで注目。ゲス
トランナーやMCの他、東京マラソン
2017チャリティアンバサダー、東京
マラソンウィーク宣伝部長を務める。

フラットでとても走りやすいコー
スです。また多くの表彰区分を用意
していますので、入賞を狙って家族
や友人とみんなで一緒にご参加く
ださい！

❶ 小磯記念美術館
神戸で生まれ神戸で制作を続
けた日本洋画壇の巨匠小磯良
平の作品約2,500点を収集。
光をたっぷりととりいれた館内
で小磯芸術を心ゆくまで味わ
えます。

❷ 神戸レディースフットボールセンター
日本初の女子優先サッカー場です。女
子サッカー、女子スポーツの振興に寄
与するため、（公財）神戸市スポーツ教
育協会、（一社）兵庫県サッカー協会が
共同で運営しています。INAC神戸レオ
ネッサの練習拠点にもなっています。

❸ リバーモール
六甲アイランドの中心部でロ
ケーションも抜群。暮らしと遊
びを演出する個性的なお店でせ
せらぎの音を聞きながらお食事
やショッピングを楽しんでくだ
さい。
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マナーを守ってみんなが楽しめる
大会にしましょう！
・	車道（走路）に出ての応援や、準備運動は禁止です。
・	交通規制中の道路も横断する際は横断歩道を使用ください。
・	歩道橋の上からの応援・撮影は禁止です。
・	ベビーカーを押しながらの出走、ペットの伴走はできません。
・	公序良俗に反し、スポーツイベントにふさわしくない服装・仮装
等の着用はご遠慮ください。

・	走りながら、歩きながらのスマートフォン等の操作は危険です。
ご遠慮ください。

・	会場及び周辺でのドローンの使用は禁止です。
・	会場近隣には無料駐車場はありません。また、コース周辺の駐
車場は、大会による交通規制により規制解除まで入出庫できな
い場合があります。



第30回六甲シティマラソン大会要項
主 催 神戸市・（公財）神戸市スポーツ教育協会・神戸市陸上競技

協会・神戸新聞社

後 援 （一財）兵庫陸上競技協会・ラジオ関西・サンテレビジョン・六甲
アイランド地域振興会・六甲アイランドCITY自治会

主 管 神戸市陸上競技協会

協 賛 住友ゴム工業株式会社・株式会社ドンク・生活協同組合コー
プこうべ・UCC上島珈琲株式会社・大塚製薬株式会社・株式
会社スミフルジャパン・サン神戸ウォーターサプライ株式会社・トー
ラク株式会社・神戸新交通株式会社・神戸ベイシェラトンホテ
ル＆タワーズ、伊藤ハム株式会社、ボルカノ食品、神戸地下街
株式会社、株式会社OMこうべ

日 時 2019年11月10日（日曜）雨天決行　開会式 8:45

受 付 神戸市立六甲アイランド高校　8:00〜
参加証をご持参の上、参加種目の招集時間までに受付をしてくだ
さい。ナンバーカード（ゼッケン）、大会プログラム等をお渡しします。

コ ー ス 六甲アイランド10㎞コース(日本陸上競技連盟公認)

種 目 種目及び参加資格・スタート時刻。招集時間

競技規則 2019年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに大会規定に
よる。

参 加 料 一般（10㎞）3,000円／一般（5㎞）2,500円／
一般（3㎞）2,000円／
高校生（10㎞）2,000円／高校生（5㎞）1,500円／
親子ペア2,000円／中学生1,000円／小学生800円
※団体申込（10人以上）は20％引きとします。
※全種目において、傷害保険料を含みます。
※参加申込み後の取り消しの場合、参加料は返金しません。

定　　員 10km：2,000名／5km:600名／3km:300名／
小学生:600名／親子ペア:480組（全種目先着順）

制限時間 5kmの部　号砲より45分　10kmの部　号砲より90分
交通・警備、競技運営上、関門時刻を設けます。

（時間は号砲からの時間）
10kmの部　8km地点で72分　9km地点で81分
5kmの部　4km地点で36分　
関門以外でも著しく遅れたランナーには、競技中止を指示する
ことがあります。

参加申込 （1）方法　インターネット・電話・FAX・Famiポート
（2）期間　2019年4月4日（木）から9月16日（月・祝）まで
（3）参加料入金　申込時にエントリー事務局より案内された
期日までに参加料を入金ください。期日までに入金がない場
合、申し込みは無効になります。

表彰及び
参 加 賞

男女各部門及び親子ペアA・B・C・Dについて、それぞれ8位ま
でを表彰。完走者全員に完走証を発行。
※10㎞種目の登録者において、記録証（兵庫陸上競技協会

発行）が必要な方は当日陸協窓口に申し出て下さい。
参加者全員に参加賞を贈呈

個人情報
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、応急処置や医療機関との連携、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することがあります。

申込みに関する問い合わせ先 大会に関する問い合わせ先
第 30 回 六甲シティマラソン大会　エントリー事務局

（スポーツエントリー内）
〒 880-8691　宮崎中央郵便局私書箱 33 スポーツエントリー
問合せ電話番号：0120-711-951（フリーダイヤル）
※受付：平日 10 時～ 17 時 30 分

申込規約
１　自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
２　主催者の責によらない事由（警報・地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等）で大会が中止となった場合、参加料等の返金は一切

行いません。
３　傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加してください。
４　主催者は負傷、疾病、紛失その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
５　参加者は、主催者より競技の中止、その他、安全管理・運営上の指示があった場合、直ちに指示に従ってください。
６　年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）は認めません。その場合表彰の対象外となる場合があります。
７　大会の映像・写真・記事・記録・申込者の名前、年齢、住所（都道府県、市町村名）肖像権の個人情報について、テレビ・新聞・雑誌・

インターネット・パンフレット等で報道・掲載・利用されることをご承知ください。その掲載権は主催者に属します。
８　参加者の個人情報の取り扱いは、大会要項の『個人情報について』に記載する規約に則ります。
９　主催者は、申込規約の他、本大会要項に則って開催します。

第 30 回 六甲シティマラソン大会事務局
TEL：078-261-3620（平日9：00～17：00）
〒 651-0083　兵庫県神戸市中央区浜辺通 5 丁目 1 － 14
　　　　　　　（公財）神戸市スポーツ教育協会内

種  目 参加資格 スタート 招集時間

親子ペア
1.5km

Ⓐ子（小学2年生）とその保護者（保護者は男子） 9：30 9：20
Ⓑ子（小学1年生）とその保護者（保護者は男子） 9：40 9：20
Ⓒ子（小学2年生）とその保護者（保護者は女子） 9：50 9：40
Ⓓ子（小学1年生）とその保護者（保護者は女子） 10：00 9：40

小学生
1.5km

（男・女）

小学5，6年生 10：10 9：50

小学3，4年生 10：20 10：00
3km

（男・女） 一般（40歳以上）・中学生 10：25 10：05

5km
（男・女）

30歳未満（中学生以下を除く）、
30～49、50歳以上 10：35 10：15

10km
（男・女）

（1）登録の部（中学生以下を除く）
※登録の部は2019年度日本陸上競

技連盟登録競技者（高校生含む）に
限る

（2）一般の部（陸連登録者及び高体連登
録競技者を除く）
30歳未満（中学生以下を除く）、
30～49、50歳以上

11：15 11：00

※年齢は、2019年11月10日における満年齢。
　また、親子ペアの「子」には、男女の区分はありません。
※車いすでの参加はできません。障がいのある方で単独走行が困難

な場合は伴走者（参加無料）を付けることができます。



留意事項

参加申し込み方法

（１） 参加者は、留意事項ならび左ページの大会要項・申込規約に
同意の上申し込んでください。

（２） 10km参加の方で日本陸上競技連盟登録競技者は必ず、登録
の部でお申し込みください。

 また、所属する団体（所属団体が無い場合は所属陸競）名を必
ず申告ください。

（３） 小学生・中学生の参加には保護者の署名・捺印が必要です。高
校生以上の未成年者は必ず、保護者の同意を得て申し込んで
ください。

（４） 5km・10kmに参加の方は、必ず予想タイムを申告ください。

（５） 申込時の所属団体・学校名について、広報・宣伝を目的とした
名称や、公序良俗に反する名称などで、主催者が適切でない
と判断したものは削除することがあります。

（６） 親子ペアの部に参加の方は、必ず手をつないで2人一緒に
ゴールしてください。

（７） 大会当日は手荷物預かり所を準備しますが、貴重品は各自
で保管してください。紛失・盗難については一切責任を負い
ません。

（８） 大会参加に際しては十分にトレーニングし、事前に健康診断
を受診する等、体調には万全の配慮をしたうえで参加してく
ださい。

■ インターネット申し込み（パソコン、スマートフォン）
　 https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/78505

※受付：24 時間
※会員登録（無料）が必要です。
※参加料はクレジットカードまたはコンビニ等でのお支払いとなります。
※参加料のほか別途スポーツエントリー利用料が必要です。（参加料 4000 円以下 200 円、4001 円以上は参加料の 5％）

■ 電話申し込み
　 0570-039-846（ガイダンスのあと「1」を選択）

※受付：平日 10 時～ 17 時 30 分（土・日・祝日を除く）
※通話料は申し込み者負担です。
※ IP 電話、ケーブルテレビ専用電話等、また海外からのお電話は繋がりません。
※お支払い案内をいたしますのでメモをご準備ください。
※参加料は指定のコンビニ等でのお支払いとなります。
※参加料のほか別途スポーツエントリー利用料が必要です。（参加料 4000 円以下 300 円、4001 円以上は参加料の 7％）

■ FAX による申し込み
　 右ページのFAX専用用紙に必要事項を記入の上、お申し込みください。
　 フリーダイヤル　0120-37-8434

※受付：24 時間
※お支払い案内をいたしますのでメールアドレスまたは FAX 番号を明記してください。
※ FAX をお送りいただいた後、2 営業日以内（土日祝日は翌営業日）にスポーツエントリーより、お支払案内を記入いただいたメールアドレス

または FAX へご返信いたしますので必ずご確認をお願いいたします。万が一連絡がない場合には下記エントリー事務局までご連絡ください。
※参加料は指定のコンビニ等でのお支払いとなります。
※参加料のほか別途スポーツエントリー利用料が必要です。（参加料 4000 円以下 300 円、4001 円以上は参加料の 7％）
※団体申込は神戸市スポーツ教育協会のホームページより団体専用申込書を印刷して使用ください。

■ Fami ポート申し込み
　 ファミリーマート店内に設置されている Fami ポートより
　 「申込・請求」→「スポーツエントリーサービス」を選択してください。

※受付：24 時間
※ 1 回の操作につき 1 名の申し込みとなります。
※レジにて参加料をお支払いください。
※参加料のほか別途スポーツエントリー利用料が必要です。（参加料 4000 円以下 200 円、4001 円以上は参加料の 5％）

「アプロードホームページ」

団体申込 みんなで参加しよう！10 名以上の団体申込で参加料 20% 割引！
種目が分かれても OK です！家族で職場で！みんなで楽しく RUN しよう！
50 名までネット申込できます
＊申込後の追加・変更はできません　＊ 50 名以上の申込は大会事務局まで申し出てください

募集
定員 4,500人（先着順受付で定員になり次第締切）

（定員オーバーのため参加頂けない場合は手数料を差し引いた金額で参加料を返金いたします。）

参加者募集中！ 2019年9月16日 月・祝 締切



 第 30 回 六甲シティマラソン大会 FAX 申込書
 FAX.0120-37-8434（スポーツエントリー）

　　　　　 ＜申込締切＞ ９月16日（月）　17時30分 	 ※申込期間であっても定員に達し次第締切ります。

※黒ボールペンで正確にご記入ください。

▼参加者情報
フリガナ 性　別 生年月日 大会当日年齢
氏　名 男	・	女 （西暦）　　　　年　　　月　　　日 歳

住　所
〒	 ※建物名（アパート、マンション名）など詳しくご記入ください。

都道
府県

電話番号 携帯電話番号(日中連絡先）

－　　　　　　　　－ －　　　　　　　　－

親子ペア参加の方　　※お子様の情報を記入ください
フリガナ 性別 男	・	女 生年月日 (西暦)　　　	年　　月　　日　大会当日（　				）歳

氏　名 学校名・学年　 　　　　　　　　小学校　　　　年
視覚障がい 伴走者氏名　※視覚障がい有の場合 小・中学生の参加は下記承諾欄に保護者の方の署名をお願いします

有 ・ 無 2019年　　　　　月　　　　　　日　※保護者として参加させることを承諾します。
保護者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　(続柄　　　）

今回の予想タイム（5km、10km参加の方は必須） 所属陸協・登録番号(登録者のみ） 所属団体･学校名等(登録者は必ず）

時間　　　　分　　　　秒 　　　　陸協　　　　　　番

＜申込規約＞　　本大会申し込みに際して、参加者は下記の申込規約に同意の上、必要事項をご記入ください。
１　自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
２　主催者の責によらない事由（警報・地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等）で大会が中止となった場合、参
加料等の返金は一切行いません。

３　傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加してください。
４　主催者は負傷、疾病、紛失その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
５　参加者は、主催者より競技の中止、その他、安全管理・運営上の指示があった場合、直ちに指示に従ってください。

６　年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）は認めません。その場合表彰の対象外となる場合
があります。

７　大会の映像・写真・記事・記録・申込者の名前、年齢、住所（都道府県、市町村名）肖像権の個人情報について、テレビ・新聞・
雑誌・インターネット・パンフレット等で報道・掲載・利用されることをご承知ください。その掲載権は主催者に属します。

８　参加者の個人情報の取り扱いは、大会要項の『個人情報について』に記載する規約に則ります。
９　主催者は、申込規約の他、本大会要項に則って開催します。

■ お支払方法を選択してください（いずれか必ず 1 つチェックしてください）
　	□	セブンイレブン　　□	ファミリーマート　　□	ローソン　　□	セイコーマート
　	※参加費のほか別途スポーツエントリー利用料が必要です。参加費4000円まで300円、4001円以上は参加費の7%が利用料となります。
　	■ お支払に関するご連絡先（必ずご記入ください）
　	FAX　　　　　　　ー　　　　　　　ー　　　　　　　

　	フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　	E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　	※いずれもご記入いただいた場合、E-mail アドレスへ優先してご案内いたします。（エラーとなる場合は、FAXにてご案内いたします。）
　	※メールアドレスはブロック体で丁寧に分かりやすくご記入ください。	※フリガナはab-c@de1.jp であれば、エービーハイフンシー＠デーイードットジェーピーのようにご記入ください。
　	※ entry@sportsentry.ne.jp からのメールを受信いただけるよう設定をお願いいたします。
■ ご注意
　	※お支払に関するご連絡先（FAX番号またはメールアドレス）の記入がない場合、および送付内容に不備がある場合はお申込みが無効となります。

※FAX をお送りいただいた後、2 営業日以内（土日祝日は翌営業日）にスポーツエントリーより、お支払案内を記入いただいたメールアドレスまたは FAX へご返信いたしますので必ずご
確認をお願いいたします。万が一連絡がない場合には下記までご連絡ください。

　	※ご連絡先の記入誤り及び不明瞭、またはお客様の受信設定等によるお支払い案内の未着に関して、弊社では一切の責任を負いかねます。

◆電話でのお問い合せ：第 30 回六甲シティマラソン大会エントリー事務局（スポーツエントリー内）
　　　　　　　　　　　TEL：0120-711-951（平日 10 時〜 17 時 30 分）

10km、5km参加資格確認
一般　　　高校生※10km、5kmへ申込の方はい

ずれかに○を付けてください

参加種目

※参加種目に必ず
○印を付けて
ください

○印 種目名 参加料 ○印 種目名 参加料
10km 01)	登録男子(日本陸連登録者)

3,000円
（高校生は
2,000円）
※中学生以下
参加不可

3km　 15)	中学生男子 1,000円10km 02)	登録女子(日本陸連登録者) 3km　 16)	中学生女子
10km 03)	一般男子30歳未満 3km　 17)	一般男子40歳以上 2,000円10km 04)	一般女子30歳未満 3km　 18)	一般女子40歳以上
10km 05)	一般男子30～49歳 1.5km　19)	小学生男子（3～4年生）

800円10km 06)	一般女子30～49歳 1.5km　20)	小学生女子（3～4年生）
10km 07)	一般男子50歳以上 1.5km　21)	小学生男子（5～6年生）
10km 08)	一般女子50歳以上 1.5km　22)	小学生女子（5～6年生）
5km　 09)	一般男子30歳未満

2,500円
（高校生は
1,500円）
※中学生以下
　参加不可

1.5km　23）	親子ペアⒶ保護者男子と子（小学2年生）

2,000円5km　 10)	一般女子30歳未満 1.5km　24）	親子ペアⒷ保護者男子と子（小学1年生）
5km　 11)	一般男子30～49歳 1.5km　25）	親子ペアⒸ保護者女子と子（小学2年生）
5km　 12)	一般女子30～49歳 1.5km　26）	親子ペアⒹ保護者女子と子（小学1年生）
5km　 13)	一般男子50歳以上 ※親子ペアの子は小学1～2年生に限る
5km　 14)	一般女子50歳以上


