
大会参加のご案内 

宝浪漫マラソン 2019 

9 月 22 日開催 30km＆10km＆3km＆2km 

このたびは、「宝浪漫マラソン2019」にご参加いただき、誠にありがとうございます。最終のご案内を発送させていた

だきました。皆様におかれましては、本案内を熟読の上、ご参加いただきますようお願い申し上げます。皆様が宝達志水

町にご来訪いただけることを町民はじめスタッフ、ボランティア一同、心待ちにしております。  

 

■ 今回の発送物 

  １）大会参加のご案内（本紙） ２）【重要】参加同意書兼ゼッケン引換書→項目事項のチェック、サインの上、受付 

に提出ください。 ３）駐車場許可証（事前申し込みをされた方のみ） ４）コースマップ（および走行注意箇所） 

 ５）フォトクリエイト案内書面  ６）ウオーキング参加の方への案内文書（参加者のみ）７）宝達志水町観光案内 

１．大会スケジュール                 

● 大会当日 （２０１９年９月２２日／日曜日） 

駐車場 別紙案内の駐車場 6：00～15：00 

シャトルバス運行（行き） Ａ駐車場⇒宝達志水総合体育館前 6：00～8：00 

 ＪＲ宝達駅⇒宝達志水総合体育館前 到着時刻に合わせて運行（最終8：00） 

更衣室 宝達志水総合体育館内 

（女子は体育館内２階小競技場） 

6：30～15：30   

貴重品預け 宝達志水総合体育館内軽運動室 6：30～15：30  

会場内イベント 総合運動公園内 9：00～14：00 

シャトルバス運行（帰り） Ａ駐車場および宝達駅行き 11：30～15：00 ごろまで運行 

（３０km の部） 

当日受付 宝達志水総合体育館内 6：30～8：30 

大会あいさつ スタート地点（体育館前道路） 8：45～8：55 

スタート スタート地点（体育館前道路） 8：55 

ゴール（競技終了時刻） 宝達志水総合体育館前 13：25（制限時間4 時間半） 

（１０km の部）３０Ｋスタート近くのシャトルバス乗り場にお集まり願います。 

当日受付 宝達志水総合体育館内 6：30～8：00 

（移動）シャトルバス 宝達志水総合体育館前⇒スタート会場 出発時刻 7：00～8：10【随時】 

スタート 白虎山公園付近 8：55 

ゴール（競技終了時刻） 宝達志水総合体育館前 10：25（制限１時間半） 

（２・３km の部） 体育館前のシャトルバス乗り場にお集まり願います。 

当日受付 宝達志水総合体育館内 6：30～8：20 

（移動）シャトルバス 宝達志水総合体育館 ⇒ スタート会場 出発時刻 8：40 

スタート 千里浜なぎさドライブウェイ 9：10 

ゴール 宝達志水総合体育館前  

（ウオーキングの部）４km 程度 【別紙案内参照】 

スタート 宝達志水総合体育館前 9：25 予定 

ゴール（競技終了時刻） 宝達志水総合体育館前 10：30 頃 

２．受付のご案内                   

受付は総合運動公園内の「宝達志水総合体育館」で行います。会場まで徒歩または指定された駐車場に車を駐車の上、

シャトルバス（Ａ駐車場のみ）で余裕をもって会場に到着してください。会場周辺は交通規制がございますので、会場ま

での送迎はご遠慮願います。また、会場付近の道路は狭いことから、各駐車場へは、ご案内している道順でお越しくださ

い。なお、受付時には本案内状に同封した「参加同意書兼ゼッケン引換書」を忘れずにご持参ください。 

 



３．駐車場のご案内                  

① 大会当日は、別紙の地図に従って、各自、指定された駐車場に停めてください。なお、大会申込時に駐車場のお申し

込みをしていなかった方はＥ駐車場のみ使用を承諾します。 

Ａ：宝達志水町民センターアステラス ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 8 分 Ｂ：相見小学校ほか 徒歩 

Ｃ：宝達志水グラウンドゴルフ場 

（総合運動公園内） 

徒歩 Ｄ：宝達志水多目的グラウンド 

  （総合運動公園内） 

徒歩 

Ｅ：宝達志水武道館裏（ムラケン跡地） 徒歩   

② Ａ駐車場から会場行きのシャトルバスの最終出発時刻は8：00 となっております。 

③ １０km・３ｋｍ・２ｋｍの参加者については、受付後にスタート地点まではバスにて移動となります。そのため、駐

車場は、受付（宝達志水総合体育館内）まで徒歩で行くことができるＢ・Ｃ・Ｄ・Ｅ駐車場に設定しております。 

④ お帰りのシャトルバスは11：30～15：00 まで運行しております。（10 分～15 分間隔） 

４．七尾線宝達駅から会場へお越しの方のご案内     

 以下の時刻にあわせてシャトルバスを運行しております。お帰りは11：30～15：00 間に15 分間隔で運行します。 

（下り）金沢駅 津幡駅 宝達駅 着 （上り）七尾駅 羽咋駅 宝達駅 着 

5：29 5：41 6：15 5：27 5：55 6：06 

★ 6：30 6：44 7：15 6：00 6：29 6：40 

★ 6：58 7：11 7：42 ★ 6：26 6：56 7：07 

   ★ 6：41 7：10 7：22 

★印は推奨の電車 7：15 7：45 7：55 

５．スタート（30km）・ゴール会場（総合運動公園）   

総合体育館内には、参加者受付、貴重品預り所、男女更衣室、参加者休憩場を設置しております。 

 

 

６．スタート前のご準備                

① 当日は自身の健康状態を確認の上、体調のすぐれない人は勇気をもって、参加をとりやめてください。 

② ゼッケンは2 枚です。前後に着用してください。（ゼッケンに計測チップが付いていますので、確認をお願いします） 

③ 総合体育館内軽運動室に貴重品専用の預り場所がございます。貴重品以外の荷物は各自で管理をお願いします。 

④ 10km、3km、2km の部は総合体育館内で受付後に、スタート場所まで総合体育館前のシャトルバスで移動となります。

シャトルバスの出発時刻は、【10km の部は 6：20～8：10】、【3km、2km の部は 8：40 のみ】となっております。乗り

遅れないようにご注意ください。 

⑤ 30km の部は、スタート10 分前の8：45 までにスタート地点へ移動しますので、ご協力をお願いします。 



７．関門時刻等について（３０km の部）         

① 各関門において自動計測で図ります。計測場所は計測機器を設置しやすいところにございますので、若干、表示距離

とは異なります。関門看板設置箇所が関門となりますのでご注意ください。 

② 走行中でも「次の関門時間に間に合わない」、「参加者の体調不良」と審判が判断した場合もリタイヤとなります。 

③ 途中でリタイヤされる際は、できるだけ関門でお願いします。収容バスが待機しております。なお、コース途中で 

のリタイヤは収容車によるピックアップを行いますが、場合によってはお待たせするケースもございます。 

④ 途中リタイヤの人は計測チップを必ず外して、スタッフに預けてください。 

関門番号 第１関門 第２関門 第３関門 第４関門 ゴール制限 

地 点 上野Ｔ字路 敷浪駅 宝達志水町役場 白虎山公園 総合運動公園 

30km 

の部 

12.0km付近 18.0km付近 21.7km付近 24.3km付近 30km 

10：45 

1 時間50分 

11：30 

2 時間35分 

12：00 

3 時間05分 

12：30 

3 時間35分 

13：25 

4 時間30分 

８．エイド・トイレ設置個所（予定）          

 

＊ゴール会場では、上記のほか、有料での飲食ブース等がございます。 

９．走行中の厳守事項（重要）             

① 道路交通法の遵守 

■ コース上、交通規制はしておりますが、重要交差点において交通信号で停止します。（柳瀬交差点） 

幅が狭い林道、生活道路、国道沿いなどの危険個所がございます。基本、道路交通法を遵守の上、警察官や誘導員の

いるところは、その指示に従ってください。多くの走路は、通行規制を行っておりますが、基本走行を右側通行とし

ております。なお、一部町内（22.4 ㎞地点から22.8km 地点までの約400m）は安全上左側通行とします。 

また、山間部（5.0 ㎞地点から12.0km 地点までの約6 ㎞）は安全上右側通行とします。選手同士のすれ違い時には、

互いに注意の上、譲り合いながら安全に走行してください。 

 ■ スタートして2.1km 地点にＪＲの踏切がございます。遮断機が下りる可能性もあります。絶対、遮断機をくぐらず、

スタッフの指示で止まってください。また、交通誘導上交差点部において、やむをえず停止してもらう場合がござい

ますのでご了承ください。 

トイレ 距離 おもてなし食

1 アステラス前 ○ 2.8km

宝達葛湯
　・スポーツドリンク

オレンジ　・バナナ
　・スポーツドリンク

オレンジ　・バナナ
　・スポーツドリンク

宝達葛湯
　・スポーツドリンク

オレンジ　・バナナ
　・スポーツドリンク

　・スポーツドリンク
ぶどう（皮ごと）
イチジク  ミニトマト

　・スポーツドリンク オレンジ　・バナナ
おだまき（一口サイズ）
オムライス

　・スポーツドリンク オレンジ　・バナナ
ぶどう（皮ごと）
イチジク

　・スポーツドリンク ミニトマト
オレンジ　・バナナ

　・スポーツドリンク

　・スポーツドリンク

　・スポーツドリンク

○ ルビーロマンケーキ

○

　・塩　　　・水　　　　　
　・塩飴　

　・塩　　　・水　　　　　
　・塩飴　

　・塩　　　・水　　　　　　
　・塩飴　（タブレット）

　・塩　　　・水　　　　　
　・塩飴　

　・塩　　　・水　　　　　
　・塩飴　21.7km

7 白虎山（往路）
○

○

18.4km

出浜会館 26.0km

9 白虎山（復路）

8 役場庁舎

○

○

　・塩飴　○

6 国道159号　宿ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 17.0km○

12 海の駅

10 柳瀬交差点

　・塩　　　・水　　　　　
　・塩飴　

　・塩　　　・水　　　　　
　・塩飴　

30kmゴール ゴール地点 　・完走ドリンク　水

11

7.5km
10km

5 南吉田
　・塩　　　・水　　　　　
　・塩飴　

4 宝達山登山口（復路）
　・塩　　　・水　　　　　
　・塩飴　

○ 15.3km

12.0km

3-2 宝達山　折り返し地点 9.0km
　・塩　　　・水　　　　　

24.3km

25.3km

28.5km

ステーション 提供食材・ドリンク

　・塩　　　・水　　　　　

3-1 宝達山　途中地点
　・塩　　　・水　　　　　
　・塩飴　

2 宝達山登山口（往路）
　・塩　　　・水　　　　
　・塩飴　5.5km○



② 走行マナーの厳守 

 ■ コースは、生活道路でもございます。風紀上のマナー、モラルをもった行動をお願い申し上げます。 

 ■ 選手同士の並走は禁止します。追い抜く際は、前後の安全を確認の上、一声かけてください。 

■ 参加者の安全確保のため、応援者の並走（自動車、自転車を含む）を禁止します。 

  上記のルールを違反していると審判員、誘導員が判断した場合、即座に失格の対象とさせていただきます。 

１０．事故発生、救護、リタイヤ収容について      

① 事故発生時の対応について 

■ 交通事故や怪我等が発生した場合、速やかに近くのエイド、誘導員にご連絡ください。また、走行中に事故に遭わ 

れた選手を見つけた場合も、選手同士、協力して連絡してください。なお、30km および 10km コースの最後尾に審

判車と救護車が追走しております。 

② 身体に異常を感じたら途中棄権をしてください。救護担当は大会本部と各エイドに常駐しております。 

１１．ゴール後について                

① 男女各コース1 位から8 位まで表彰いたします。表彰式は8 位の選手がゴール次第行いますので、入賞者はゴール会

場にて待機頂きますようお願いします。（30 ㎞・10 ㎞・3km・2 ㎞） 

② ゴール後、会場で完走証（記録証）を交付します。必ず計測チップのご返却をお願いします。（未返却の場合、実費請

求） 

③ 大会記録は後日、宝浪漫マラソン2019 ホームページ上に公表いたします。 

④ ゴールでは「ルビーロマンのロールケーキ（完走賞）」と「飲み物」を配布しております。 

１２．申込規約一部抜粋（重要）            

・ 主催者は疾病や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。 参加者には主催者で傷害保険に

加入します。補償は傷害保険の範囲となります。 

・ 自己都合による申し込み後の入力内容の変更、修正、キャンセルは一切できません。 

・ 年齢、性別の虚偽申告、申し込み本人以外の出場(代理出走、権利譲渡）は認めません。こうした行為が判明した場合

は出場を取り消し、参加料、手数料の返金は一切行いません。   

・ 地震、風水害、降雪、事件、事故、疾病など、主催者の責に寄らない事由で大会が中止となる場合、参加料・手数料

の返金は一切行いません。     

・ 大会に関する映像、写真、記事、記録等のメディア、ウェブサイトへの掲載権は主催者に属するものとします。  

・ 本大会は国内の関連する全ての法律を遵守し、実施されるものとします。      

１３．加入保険について                  

 保険内容は死亡・後遺障害：200 万円、傷害入院：3,000 円／日、傷害通院：1,500 円／日となっております。 

 

１４．応援バスの運行について               

  大会当日、応援バスを運行いたします。ご希望の方は、先着順で整理券をお渡しいたしますので、総合受付（宝達志水

総合体育館外右側）に当日お申し込みください。定員は先着４０人、参加は無料となっております。 

■応援バス運行先   第６エイド（宿こぶしパーキング） 

■受付開始時刻   ７：００～９：００ 

■出発予定時刻   ９：３０ 

■帰着予定時刻  １１：３０ ※当日の交通状況等により、前後する場合がございます。 

 

１５．連絡先について                   

 当日に悪天候等による開催が危ぶまれる場合は、宝浪漫マラソン2019 ホームページでお知らせします。大会前日の 

１７時に発表されます気象状況から判断いたします。（その他、緊急事態発生時については随時判断いたします） 

≪大会前のご連絡（お問い合わせ）→対応は9 月21 日（土）まで≫ 

事務局代行 ㈱日本旅行金沢支店 宝浪漫マラソン事務局代行デスク 076-293-6841（担当：井上、奥田） 

≪大会前日、当日の連絡先（大会開催中の緊急時も含む）≫ 

現地：宝浪漫マラソン実行委員会 （宝達志水総合体育館内） 0767-28-4749 


