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第３５回とうごう天神梅マラソン大会実施要項 

主催   とうごう天神梅マラソン大会実行委員会（事務局：薩摩川内市商工会東郷支所内） 
共催   薩摩川内市・薩摩川内市教育委員会 
後援   薩摩川内市商工会 青年部・女性部 東郷支部・南日本新聞社・ＭＢＣ南日本放送 

・ＫＴＳ鹿児島テレビ・ＮＨＫ鹿児島放送局・東郷地域体育協会・山元酒造（株） 
・北さつま農業協同組合・薩摩川内市消防局・東郷地域女性団体連絡協議会 
・東郷地域各地区コミュニティ協議会・東郷さつまライオンズクラブ・東郷郵便局 
・株式会社薩摩川内市観光物産協会（ＦＭさつませんだい） 

協力   藤川天満宮・藤川山林（株） 
 
１．開催日・会場・コース 
 

(1) 開催日   平成３１年１月２７日（日）  雨天決行 
(2) 会 場   東郷中学校グラウンド（大会本部、開閉式会場） 

（体育館及び校舎内部屋などの利用） 
(3) コース   市道川口司野線（東郷中学校前）スタート 

          東郷中学校グラウンド ゴール 
         市道川口司野線～東郷市街地経由～司野折り返し～市道谷之口線～谷之口折り返し 
         見取り図・・・別紙（参照） 

(4) ゲスト   谷川真理 
  
２．大会内容・競技種目・競技時間・イベント 
 

(1) 大会内容・競技時間 
※ 受付、開閉式会場 

８時００分～９時００分  選手受付 東郷公民館ホール 
       ◇ 前日９時００分～１７時００分まで東郷公民館ホールにて受付 

８時４０分～９時００分  開会式  東郷中学校グラウンド    
※ 雨天の場合は東郷中学校体育館 

９時３５分    スタート   ☆ 各コース、1kｍごとの距離表示があります。 
 
           ３km コース（小学生）    ９：３０分 
           ３km コース（中学生以上）    ９：３５分 

            １０km コース               ９：４０分 
                 ファミリーコース１ｋｍ   １０：３０分 
                ５kｍコース                １０：４０分 
                                         １１：３０分 終了予定 

１１時１０分～１１時４０分 ゲストコーナー  東郷中学校体育館 
 
                     表彰については各コース・種目終了後行います。 

１１時５０分         閉会式 東郷中学校体育館 ※５ｋｍ表彰 
 

(2) イベント     
         ８時００分～       物産販売コーナー      東郷中学校グラウンド 
         ９時００分～       マッサージコーナー     東郷中学校校舎内 

１０時００分～１２時３０分 豚汁コーナー        東郷中学校グラウンド 
１０時００分～２回に分けて もちつき大会（小学生参加） 東郷中学校グラウンド 

       ◇ 合格祈願受付をし、あらかじめ祈願してもらったお守りを渡す。 
（藤川天神には各自参拝してもらい、主催者で車の準備はしない） 
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(3) 競技種目    
     ４コース４３種目は下記のとおり。（別表参照） 

 ○３ｋｍコース 
    小学生、中学生、高校生～29 歳以下、30～39 歳、40～49 歳、50～59 歳、60 歳～69 歳、 

70 歳以上 
○５ｋｍコース 

    中学生、高校生～29 歳以下、30～39 歳、40～49 歳、50～59 歳、60 歳～69 歳、70 歳以上 
○１０ｋｍコース 

        高校生～29 歳以下、30～39 歳、40～49 歳、50～59 歳、60 歳～69 歳、70 歳以上 
○ファミリーコース 1ｋｍ 

幼児から小学校２年生までの子とその保護者等（20 歳以上の親族可） 
◇ 参加できるファミリーの組み合わせは次の３種。 

          ①保護者等１人＋子１人 ②保護者等１人＋子２人 
          ③保護者等２人＋子１人  
        ※必ず手をつないでゴールしてください。 

(4) 参加資格 
      小学生以上で健康かつ体力的に自信のあるもの［小学生は責任者同伴］但し、ファミリーコース

は幼児の参加も認めます。 
 

(5) 参加料 
○小・中・高校生    １，０００円 
○一般         ２，５００円 
○ファミリーコース   ３，０００円［２名分］ 

◇②及び③の場合であっても２名分で可。 
但し、参加賞・抽選は２人までで従来どおり。 
ナンバーカードは同一番号とします。 

■職場、グループ、学校、町内会など２０名以上の団体でお申込みの方は団体賞を差し上げます。 
 

(6) 参加申込方法  
◇①郵便振替 

参加申込書に必要事項を記入し、大会事務局にお申込みください。 
②ネットエントリー  

ＭＳＰＯエントリー http://entry.mspo.jp 
ネットエントリーお問い合わせ 

      メール ev@mlt.jpn.com ＴＥＬ０７０－５４８６－３０８８ 
 

 ※申し込みはネットエントリー又は申込用紙にて、一人一種目とします。ただし、ファミリーコ

ースとの重複は認めます。 
  参加料は、ネットエントリー指定口座もしくは専用の「払込取扱票」による郵便振替で振り込

んでください。 
       （郵便振替手数料は参加者負担とさせていただきます。。） 

申込期限  １２月２０日（木）（当日必着） 
○ 参加料の払込をもって、申込完了となります。 
○ 電話での申込みは一切受付いたしません。 
○ 申込後、参加できなくなった場合、参加料の払戻しはいたしません。 

 
 
 
 
 

計時に自動計測器を導入 

   しています。 

貴方の記録が即座に分かる！ 

記録は正確で、スピーディ 

待たずに表彰式 
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◇ 申込お問い合わせ先 
      〒８９５－１１０６ 
      鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕７２０－１ 
      薩摩川内市商工会東郷支所内 
      とうごう天神梅マラソン大会事務局 宛 
       電話番号 ０９９６－４２－１５７３ ＦＡＸ ４２－１５７６ 

       【大会専用ホームページ】 
         http://taikai.in/togo-tennjin 
 (7) 賞品等 

◇ 参加賞（出場者全員にマフラータオル、清涼飲料水、完走証など） 
◇ 各種目１位から３位まで楯と賞状、副賞（特産品等）を授与します。 
◇ 目標タイムズバリ賞 
   自分の目標タイムを設定し、走った記録（タイム）が目標タイムと一致した場合は、ズバリ 

賞を差し上げます。 
◇ 新記録賞は当日発表だけとし、賞品は後日郵送します。 
 

(8) お楽しみ抽選会 
   ◇ お楽しみ抽選会は体育館において抽選券と引換えに（選手 1 人 1 回）くじを引いてもらい、そ

の場で賞品と交換します。なお、時間は閉会式終了時までとします。 
 
(9) 注意事項 ① 大会当日は体調に充分注意し、安全を第一としてマイペースで走ってください。 
         万一、体調の不調を感じたら、直ちに本部に申し出て出場を取りやめてください。 

② ナンバーカードは必ず胸に付けて走ってください。（ファミリーコースは全員胸だけ） 
また、ナンバーカードを止める安全ピンには注意してください。 

③ 走者は道路の左側を走行し、係員の指示に従ってください。 
④ 交通安全上、交差点等で止まっていただく場合があります。 
⑤ 競技中の事故については、応急措置のみ主催者で行いますが、その後の責任は負 

いません。各自充分注意してください。 
⑥ ゴール後は必ず記録係の所まで行って、記録証を受け取ってください。 
⑦ 貴重品手荷物等は各自で保管してください。盗難等の責任は負いません。 
⑧ 係員は黄色・桃色の帽子を着用しています。お気軽に声をお掛けください。 
⑨ 大会運営に迷惑や危険を及ぼす恐れがある行為を禁止する。（ドローン等を含む） 
⑩ チップはゴール後必ず返還してください。（ゴール後係員が回収します。） 

         競技に参加しない方は、チップのみ返却してください。 
          ＊紛失した場合は自己負担になります。（１個 5,000 円） 
(10) その他    スポーツ安全協会傷害保険は主催者で一括加入いたします。 
（別表）４コース４３種目の内訳 

区  分 性            別 
男 女 

３ｋｍ 小学生 小学生 
中学生 中学生 
高校一般（２９歳以下） 高校一般（２９歳以下） 
一般（３０歳～３９歳） 一般（３０歳～３９歳） 
一般（４０歳～４９歳） 一般（４０歳～４９歳） 
一般（５０歳～５９歳） 一般（５０歳～５９歳） 
一般（６０歳～６９歳） 一般（６０歳～６９歳） 
一般（７０歳以上） 一般（７０歳以上） 

５ｋｍ 中学生 中学生 
高校一般（２９歳以下） 高校一般（２９歳以下） 
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一般（３０歳～３９歳） 一般（３０歳～３９歳） 
一般（４０歳～４９歳） 一般（４０歳～４９歳） 
一般（５０歳～５９歳） 一般（５０歳～５９歳） 
一般（６０歳～６９歳） 一般（６０歳～６９歳） 
一般（７０歳以上） 一般（７０歳以上） 

１０ｋｍ 高校一般（２９歳以下） 高校一般（２９歳以下） 
一般（３０歳～３９歳） 一般（３０歳～３９歳） 
一般（４０歳～４９歳） 一般（４０歳～４９歳） 
一般（５０歳～５９歳） 一般（５０歳～５９歳） 
一般（６０歳～６９歳） 一般（６０歳～６９歳） 
一般（７０歳以上） 一般（７０歳以上） 

ファミリー1ｋｍ 
幼児~小学 2 年生まで 

①保護者等１＋子１ ②保護者等１＋子２  
③保護者等 2＋子 1 

 
    

 
 
 
 


