
庄内町
清川

【コース図】

■飛行機 東京（羽田空港）→庄内空港／60分　庄内空港から車で30分
■JR JR陸羽西線が高規格道路の安全対策に伴い清川駅を含む区間が代行バスによる
 輸送となっておりますのでご注意ください。
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肝煎集落

中村集落

鉢子集落

4

中村集落

～名水百選・歴史の里・味覚マラソン～～名水百選・歴史の里・味覚マラソン～

GASSAN RYUJIN MARATHON 2022第7回

競技START!
8:4510/92022. 日 雨天決行 参加記念賞として

「庄内町特産品セット」をプレゼント!!

大会全般に関するお問合せ 月山龍神マラソン事務局（庄内町観光協会）〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字沢田108-1 ／ TEL.0234-42-2922 ／ 受付時間 9：00～17：00 ※土・日・祝日を除く
【主催】山形県庄内町 【主管】月山龍神マラソン実行委員会 【共催】庄内町教育委員会、庄内町観光協会、庄内町スポーツ協会、庄内町商工会、清川地区振興協議会、立谷沢地区振興会、風来風流の会、余目町農業協同組合、庄内たがわ農業協同組合 【特別協賛】 　　　　　 

■スタート＆ゴール／庄内町清川グラウンド
■種目／3㎞、5㎞、10㎞、ハーフ
　（※今大会では親子ペアの部は開催しません。）

■申込開始

※これはイメージ画像です。

〒999-7781　山形県東田川郡庄内町余目字矢口97-1

TEL.0234-43-4312
TEL.079-420-6663
FAX.079-420-6662

（株）日本海トラベル

〒675-0063　兵庫県加古川市加古川町平野185-1
（株）ファインシステム内 『月山龍神マラソンエントリーセンター』宛

受付時間／9：30～17：30　※土・日・祝日を除く

パンフレットの請求 および
エントリーに関するお問合せ

月山龍神マラソン エントリーセンター

受付時間／10:00～15:00　※土・日・祝日を除く

大会全般に関する
お問合せ

宿泊に関する
お問合せ

E-mail：shokokanko@town.shonai.yamagata.jp
TEL.0234-42-2922
〒999-7781　山形県東田川郡庄内町余目字沢田108-1

受付時間／9:00～17:00　※土・日・祝日を除く

月山龍神マラソン事務局
（庄内町観光協会）

3kmコース
5kmコース
10kmコース
ハーフマラソン

3km・5km/スタート～立谷沢方面へ
10ｋｍ・ハーフ/スタート～清川駅～立谷沢方面へ

スタート

清川駅折返し清川駅折返し

清河八郎
記念館

★3km・5km・
　10km・ハーフ
　スタート・ゴール

大会会場

　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、大会の開催内容（参加料、参加資格、受付～出
走までの流れ、選手サービス、開催できない場合の参加料の取り扱い　他）が例年大会から大きく変
わっております。
　エントリーにあたっては中面の大会要項ならびに諸注意事項等をよくお読みいただき、内容をご
理解いただいた上で参加いただきますようお願いいたします。

全コース合計で申込 先着700名【参加定員】
令和4年6月15日（水）午前9時～ 【申込開始】

～4,000円まで

e-marathon

200円

～4,000円まで
RUNTES

220円
4,001円～
5.5％（税込）

4,001円～
5.0％（税込）8/5

（金）
クレジットカード

払い

コンビニ払い
セブンイレブン・ローソン
ファミリーマート・ミニストップ

支
払
い
方
法

※締切日前であっても申込者が多い場合は、締切とすることがありますので、予めご了承ください。

手
数
料

申
込
締
切

各コンビニ指定の支払い方法をご案内いたします。
締切日までに振込みいただきます。

ご指定のクレジット会社から、所定の期日に合計
金額が引き落としとなります。

e-marathon
RUNTES

インターネット
携帯サイト

e-marathon RUNTES

http://gassan-m.com

6/15 水 ■申込締切 8/5 金

新型コロナウイルス感染症対策 参加にあたってのお願い
マスクを持参、
着用する

自主的に参加を見合わせる
体調が良くない場合、37.5℃
以上の発熱・咳・咽頭痛など

同居家族や身近に感染が
疑われる方がいる場合

こまめな手洗い、
アルコール等による

手指消毒

社会的距離確保
（2mを目安に最低1m）

大きな声で会話、
応援等をしない

★10km・
　ハーフ

新庄駅発

清川駅着

5：40

6：41

酒田駅発

余目駅発

清川駅着

5：40

6：14

6：42

6：50

7：24

7：52

酒
田
・
余
目
駅

方
面
か
ら

新
庄
駅

方
面
か
ら

※大会当日は、電車から代行バスへの乗り換えは時間的に難しいため、大会前日より新庄市、酒田市、庄内町の宿泊施設のご利用をおすすめします。

清川駅までの代行バス時刻表

給食

立谷沢まちづくりセンター



参加記念品として「庄内町特産品セット」（予定）
を進呈します。

○参加記念品の進呈
完走された方にはインターネット等を通じてＷＥＢ完走証を発行いたします。
※グルメ村の出店、抽選会・じゃんけん大会等のイベントは感染症対策の観点により今回実施しません。

○完走証の発行選手
サービス

（１）種目コード（大会当日での年齢や学年により区分を選択してください）を
間違わないよう十分注意してお申し込みください。

（２）参加料等の領収書については、クレジットカード決済の場合、領収書の発行
はいたしません。クレジットカード会社発行の〔ご利用明細書〕または〔請求
書〕をご利用ください。また、専用振込用紙・コンビニエンスストアで支払い
の場合、領収書の発行はいたしません。お振込の控えが領収書となります。

（３）インターネット回線の不具合などによる申し込みの遅れについて、主催者
は一切責任を負いません。

（４）インターネット申し込みの場合、ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによ
っては申し込みできないことがあります。

【個人情報について】
・主催者は取得した参加者の個人情報の重要性を認識し、法令および個人情報保護法に
基づき取り扱いを行います。
・取得した個人情報を大会参加者へのサービス向上を目的として、参加案内、記録通知、関
連情報の通知、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの提供、記録発表（ランキング
等）に利用いたします。
・参加者の生命、身体が危険にさらされた場合、関係機関に参加者の個人情報を提供
する場合があります。
・参加者の申込み内容について主催者、委託先から問合せさせていただく場合があります。

申込に関する 注 意 事 項【 必ず お読みください 】

！ ナンバーカード（計測チップ）は忘れずにお持ちください。
紛失や忘れた場合は受付にてお申し出ください。有料（500円）（実費）での再発行となります。

（１）ナンバーカードは必ず胸側に着け、出走してください。ナンバーカードが確認で
きない場合は失格となることがあります。

（２）計測チップの返却は不要です。（計測チップはナンバーカード裏に取り付けされています）
（３）コースは別に記載するコース図をご参照ください。給水所はハーフコースには

9箇所、10㎞コースには3箇所、5㎞コースには2箇所、3㎞コースには1箇所
となります。（変更になる場合もあります）

（４）各コーススタート時刻の１０分前までにスタート地点にお集まりください。ただ
し、主催者の都合により予告せずスタート時刻が変更になる場合がありますの
で、時間に余裕を持って競技に備えてください。

（５）ランナーは原則的に道路左側を走行してください。
（６）健康状態は各自の責任において十分管理し、当日体調がすぐれない場合は、勇

気を持って辞退してください。
（７）円滑な一般交通と競技者の安全確保のためコースによっては制限時間および

コース閉鎖時刻を設定しています。制限時間内にゴールできず競技の中止を
命ぜられた場合にはすみやかに係員の指示に従ってください。

（８）緊急時にはいかなる場合でも緊急車両を優先にします。ランナーは緊急車両の

【参加にあたっての注意事項】 進行の妨げにならないように注意してください。
（９）コース上には踏切横断箇所がありますので、係員の指示に従ってください。
（10）参加案内（ナンバーカード）は令和４年９月下旬まで届くよう発送いたします。万

が一参加案内が届かない場合は、大会事務局にお問合せください。
（11）手荷物の預かりはいたしませんので各自責任をもって保管してください。
　　ただし、会場内に設置する「貴重品預かり」では選手１名につき、角２封筒１つに
入るサイズまでのものまではお預かりいたします。

（12）男女とも更衣室を設けますが、会場の広さに限りがあるうえ混雑が予想されま
すので、できるだけ着替えをせずにレースに参加できるようご来場ください。

（13）主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行うことがありますのでご
了承ください。

（14）駐車場については指定する駐車場への駐車をお願いします。主会場へはシャト
ルバス運行を行いますのでどうぞご利用ください。

（15）公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催者は一切責任を負いません。
（16）全記録一覧は、大会ホームページ http://gassan-m.com に掲載いたします。
（17）大会会場周辺やコース上でのドローンによる撮影は禁止します。
（18）上記の他、大会に関する事項については大会主催者の指示に従ってください。

【開 催 日】
【開 催 地】

【参 加 料】

令和4年10月９日（日） 

清川グラウンド（荘内藩 清川関所）
山形県東田川郡庄内町清川字花崎1-1

一  般 高校生
4,500円 2,000円

中学生以下
1,500円

大 会 要 項

※今大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う経費の増大と種目の縮小の
影響により、前回大会より変更しております。何卒ご理解ください。
※エントリー受付後の返金は、下記のとおり取り扱うこととし、いかなる場合も行いませ
んので、何卒ご理解ください。
❶新型コロナウイルス感染症の拡大による大会中止
　今大会の開催の可否は、大会開催日２か月前（８月５日頃）を目途に大会主催者側で
判断し、開催できないと判断した場合は、中止するものとし、大会エントリー者に対し
ては返金を行わず、２０２３年（第８回）大会へ参加権を付与する方針とします。
　なお、「大会中止決定基準」に基づき、大会開催日の２か月前を待たずに大会中止と
なった場合も同様の取り扱いとします。
❷大会開催日直前の大会中止
　災害等（台風、地震等）により大会が開催日直前に開催できないと判断した場合は、
今大会は中止とし、エントリー者に対しては返金を行わず、２０２３年（第８回）大会へ
参加権の付与もいたしませんのでご了承ください。（参加記念品を送付いたします。）
　なお、大会直前に新型コロナウイルス感染症が原因で大会が開催できないと判断し
た場合も同様の取り扱いとします。

【参加定員】 700名（※定員になり次第締切）
【参加資格】 大会当日までに新型コロナウイルスワクチンを下記のとおり接種 

済み（接種予定含む）の場合参加を認めるものとする。
 　 （１）一般（満１８歳以上）:３回以上
 　 （２）高校生以下:２回以上

【当日のスケジュール】
 時間帯は変更される場合もあります。詳しくはナンバーカード送

付時の案内もしくは大会プログラムでご確認ください。
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 　　　　　　　6:30～　受付（体調管理チェックシートの提出）
 　　　　　　　8:10～　開会式（主催者挨拶）
 　　　　　　　8:45～　スタート（コース毎順次スタートします）
【表　　彰】 （１）部門ごとに３位まで表彰します。
 　  なお、表彰は各コース終了後随時行います。
 （２）ハーフマラソンと10㎞コースの総合優勝者には
 　  つや姫１年分（10㎞には半年分）を進呈します。
【主　　催】 山形県庄内町
【主　　管】 月山龍神マラソン実行委員会
【共　　催】 庄内町教育委員会、庄内町観光協会、庄内町スポーツ協会、
 庄内町商工会、清川地区振興協議会、立谷沢地区振興会、
 風来風流の会、余目町農業協同組合、庄内たがわ農業協同組合
【特別協賛】 荘内銀行
【後　　援】 国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所、
 新庄河川事務所、山形県、山形新聞・山形放送、山形テレビ、
 さくらんぼテレビ、テレビユー山形、荘内日報社、エフエム山形、
 コミュニティ新聞社、地域文化情報誌「Cradle」、NHK山形放送局
【運営協力】 庄内警察署、酒田地区広域行政組合、庄内地区交通安全協会

コース区分 スタート時刻 制限時間

【スタート時刻】

ハーフマラソン
１０kmコース
５kmコース
３kmコース

8：45
9：10
9：30
9：50

3時間
1時間30分
60分
30分

３kmコース
1００名

１０kmコース
200名

ハーフマラソン
(21.0975km)
300名

５kmコース
1００名

種目・定員 種目区分 種目区分

【参加資格・種目】

種目
コード

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

種目
コード

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

※年齢、学年は大会当日（令和4年10月９日）のものでエントリーしてください。

小学生男子（4～6年生）

中学生男子

一般男子（高校生以上）

一般男子（高校生～３９歳）

一般男子（４０～５９歳）

一般男子（６０歳以上）

一般男子（高校生～３９歳）

一般男子（４０～５９歳）

一般男子（６０歳以上）

一般男子（高校生～３９歳）

一般男子（４０～５９歳）

一般男子（６０歳以上）

小学生女子（4～6年生）

中学生女子

一般女子（高校生以上）

一般女子（高校生～３９歳）

一般女子（４０～５９歳）

一般女子（６０歳以上）

一般女子（高校生～３９歳）

一般女子（４０～５９歳）

一般女子（６０歳以上）

一般女子（高校生～３９歳）

一般女子（４０～５９歳）

一般女子（６０歳以上）

大会申込に際して、参加者は下記の「申込規約」および「新型コロナウイルス感染症対
策ガイドライン」をお読みいただき、同意のうえお申し込みください。

申込規約 （新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン制約事項含む）

（1） 自己都合による申込後のキャンセル・権利譲渡・名義変更はできません。また、過剰入金・重
複入金の返金はいたしません。定員を超える申し込みがあった場合、入金期限内に参加料の
支払いが完了していても入金日によっては申し込みが無効となる場合がございます。その場
合、主催者が定める方法により返金されます。

（2） 主催者に起因しない事件・事故等により、主催者が大会中止を決定した場合、参加料の返金
は一切行いません。

（3） 健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨んでください。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） 大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に
直ちに従ってください。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従ってください。

（5） 大会開催中に傷病等が発生した場合は、応急手当を必ず受けてください。その方法、経過等
について、主催者は責任を負いません。

（6） 大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任は免除され、損害賠償等の請求を行う
ことはできません。

（7） 大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内となることをご了承ください。
（8） 参加者は、家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、またはチームメンバー（代表者エン

トリーの場合）から本大会への参加の承諾を得てください。
（9） 年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場(代理出走)はできません。それらが発覚し

た場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格はく奪等、主催者の決定に従ってください。ま
た、主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等一切の責任を負いかねます。

（10） 大会の映像・写真・記事・記録等（において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報）が新
聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾してくだ
さい。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

（11） 大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する「申込に関する注意事項」に則ります。
（12）上記の申込規約の他、大会要項および注意事項、「新型コロナウイルス感染症対策ガイドラ

イン」に則ります。

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（概要）
１　大会の開催可否決定日の設定
　新型コロナウイルス感染症の状況を見定め、大会開催約２か月前となる８月５
日（金）を目処に大会の開催可否を決定します。
　なお、上記決定時期に関わらず、新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し、
「大会中止決定基準」に該当する状況となった場合は、その時点で大会の開催中
止を決定する場合があります。
　また、エントリー受付後の参加料についてはいかなる場合も返金を行いません
ので、何卒ご理解ください。

２　感染症防止対策のための遵守事項
（１）本大会の感染症対策および個人情報の取得、目的、提供の内容について了承

すること。
（２） 大会当日までに新型コロナウイルスワクチンを一般（満１８歳以上）は３回以

上、高校生以下は２回以上必ず接種すること。
（３） 以下の場合は、本大会の参加を辞退すること。
 ① 大会前日または当日に発熱（37.5℃以上）した場合や、大会当日および大会
前１週間以内に「体調管理チェックシート」（以下「チェックシート」という。）の
項目に当てはまる症状がある場合。

 ② 大会前２週間以内に、新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接
触がある場合。

 ③ 大会前２週間以内に、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
 ④ 大会前２週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて
いる国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。

（４） 大会終了後２週間以内に、新型コロナウイルス感染症への感染が発覚した場
合は、主催者（大会実行委員会事務局）に報告し、自治体や保健所等の調査に
協力すること。

（５） 大会終了後に新型コロナウイルス感染症を発症した参加者が発見された場
合には、その感染経路の特定に協力すること。

３　大会前
（１）９月下旬までに、「参加案内」や「ナンバーカード」とともに、チェックシートを事

前送付します。大会1週間前（10月2日（日））から体調確認・検温を実施してく
ださい。チェックシートは大会当日に提出していただきます。提出いただけな
い場合や虚偽の記入をされた場合は、参加をお断りします。（この場合、参加
料の返金は行いません。以下「参加をお断りします。」の記載については同様
の対応とします。）

（２）感染リスク排除を徹底することから、チェックシートにより感染リスクが高いと
判断された場合は、医療スタッフの判断により参加をお断りします。医療ス
タッフの診断を拒否された場合も同様となります。

（３）６５歳以上の方、基礎疾患を有する方の場合、重症化するリスクが高いことを
認識したうえでご参加ください。

４　大会当日
（１） 受付前
 会場にスムーズに入場いただくため、受付前にチェックシートに大会当日分の
体調確認・検温結果の記録を済ませてください。

（２） 受付および体調チェック（リストバンドの交付）
 提出いただいたチェックシートの内容確認後に「リストバンド」を交付します。
発熱（37.5℃以上）のある方や体調管理チェックシートの項目に当てはまる
症状がある場合は、主催者の判断により参加をお断りします。

（３） 会場周辺の入場制限（ゾーニング）
 ① 感染防止のため、大会当日は会場周辺への入場の際は体調チェック済みの参
加者に交付するリストバンドを必ず装着してください。

 ② 会場周辺への入場は、一般参加者、高校生以下の参加者の随行者および大会
関係者のみとし、一般参加者の同行者および応援者の入場はできません。

（４）会場周辺およびコース上での注意事項
 ① 全般的注意事項
 ・ 会場内では、マスク等の着用、手指消毒等の感染防止対策を行ってください。
 ・ 可能な限り、レースに参加する服装での来場にご協力をお願いします。
 ・ 会場内にゴミ箱は設置しますが、可能な限り、各自で持ち帰るようお願いします。
 ② スタート前
 ・ スタート地点への整列時は、特に密となる可能性が高いため、スタート１分前
まで、マスクを着用してください。（外す場合は各自で携帯してください。）

 ③ スタート時
 ・ 各コーススタート時刻の１０分前までにスタート地点にお集まりください。
 ④ 競技中
 ・ 競技中のマスクの着用は各自の判断としますが、外す場合は各自携帯してく
ださい。

 ・ 唾や痰は極力吐かないでください。
 ・ 給水所では、水・スポーツドリンク・個包装で提供できる必要最低限のフードの
み提供予定です。

 ⑤ ゴール後
 ・ ゴール後は、呼吸が整いしだい速やかにマスクを着用してください。
 ・ 完走証の発行は、インターネット等を通じてＷＥＢでの発行といたします。

５　大会終了後
（１） 大会終了後の会食時も、十分な感染防止対策をとってください。
（２） 大会終了後２週間は、各自で検温等体調チェックを実施してください。
（３） 大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症への感染が発覚した場

合は、主催者（大会実行委員会事務局）に報告（濃厚接触者の有無等）してくだ
さい。

６　その他
（１） コース沿道上での応援は、大会当日に想定される感染状況により、自粛をお

願いすることがあります。
（２） 大会運営スタッフは、マスク、フェイスガード、ビニール手袋等を着用します。
（３） 体調不良を感じた場合は、速やかに会場内およびコース上の救護スタッフに

申し出てください。
（４） 新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称：ＣＯＣＯＡ）等の通知サービスの利

用を推奨します。
（５）大会参加中に生じた傷病については、見舞金の給付をする場合がありますが、

新型コロナウイルス感染症を含む疫病は保険適用外となります。

大会 催 行 の 条 件
● 山形県に緊急事態宣言が発令されていないこと
● 山形県から不要不急の往来、外出自粛が要請されていないこと
● 山形県または庄内町からイベント開催の自粛が要請されていないこと
● 新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関（後方支援病院）が確保できていること
● 国内の感染状況や感染拡大リスク等を踏まえ、安全に開催ができる条件が整っていること

★令和4年
10月9日（日）

申込方法は裏面をご覧ください。


