
栗橋関所マラソン大会川内杯
令和元年十二月二十九日 開催

期 日 令和元年12月29日（日）
会 場 利根川河川敷 久喜市栗橋地先水神宮様前（栗橋駅より徒歩20分）
種 目 10km ⑴男女別高校生～39才 ⑵男女別40～59才 ⑶男女別60才以上

※制限時間80分/定員700名
2km ⑴男女別小学生低学年（1～3年生）⑵男女別小学生高学年（4～6年生）

※制限時間なし/定員300名

大会ホームページ

主催 川内杯栗橋関所マラソン大会実行委員会
後援 埼玉新聞社 テレビ埼玉 久喜市教育委員会
主管 市民ランナーの聖地化プロジェクト ビーアシスト株式会社

特別協賛 株式会社フジハウジング
協賛 Jaybird アキレス株式会社 青木農園 フジコー株式会社
協力 久喜市 久喜市商工会

大会ゲスト

川内 優輝
あいおいニッセイ同和損保(株)

川内 鮮輝
Jaybird
市民ランナーの聖地化
プロジェクト ランニングコーチ

川内 侑子
高山陸上競技協会

この大会は地域提案
型活動事業補助金を
活用した催しです

参加費 ▸10km 一般3,500円/高校生2,000円
▸2km    小学生1,500円/久喜市内小学生500円

スケジュール 8:00 受付開始 8:30 開会式
9:30 2kmスタート 10:00 10kmスタート

表 彰 男女別種目別1～3位
申込方法 ﾗﾝﾈｯﾄ、ｽﾎﾟｰﾂｴﾝﾄﾘｰほか（大会HP参照）

申込期間 令和元年9月27日（金）～12月8日（日）
※締切前でも定員になり次第募集を締切らせて頂きます

お問合せ先（川内杯栗橋関所マラソン大会実行委員会）［MAIL : kurihashi-sekisyo@k-ksports.jp TEL : 090-4534-8857(平日9:00〜17:00)］

大会ホームページ https://www.shining-foundation.org/kurihashisekisyo-marathon



大会の由来

「栗橋関所」は、徳川幕府の交通統制と治安維持のために全国53ヶ所設置され
た関所の一つです。利根川の河畔に1624年に設置されてから1869年に廃止され
るまでのあいだ、東北への備えとして重要な役割を担っていました。
この重要な関所に因み、地域を結び歴史文化やスポーツを通じて「栗橋」の魅
力を広く伝え街づくりに活かす為に、本大会を開催いたします。

会場へは、JR･東武線「栗橋駅」東口から道なりに1.6km（徒歩約20分）の利根川河川敷
となります。
途中、誘導スタッフがご案内いたします。

大会コース図（10km＆2km）

利根川に沿った管理用道路を往復するコース。空が抜け、幅
広くフラットなコースは気持ち良く走れます。
5kmの折返し地点からの筑波山や遠く日光連山の眺望は抜
群！

［１０kmコース］
スタート地点より上流に向かい、10km折返し地点で戻る片道
5kmの往復コース

［２kmコース］
スタート地点より上流に向かい、2km折返し地点で戻る片道
1kmの往復コース

会場へのアクセス



  川内杯 栗橋関所マラソン大会要項 

 

江戸時代、主要な関所の一つとして設置された栗橋関所。そのひざ元で開催される「川内杯 栗橋関所マラソ

ン大会」。コースはキレイに舗装されており、道幅も広く、堤防の上からは関東の山々が一望できるフラット

な折り返しコースです。 ゲストランナーにはドーハ世界陸上マラソン日本代表の川内優輝をはじめ、川内フ

ァミリーが勢ぞろいします。2019年の走り納めにぜひご参加ください！ 

 

1. 主催         川内杯栗橋関所マラソン大会実行委員会 

2. 後援         埼玉新聞社 テレビ埼玉 久喜市教育委員会 

3. 主管     市民ランナーの聖地化プロジェクト ビーアシスト株式会社 

4. 特別協賛   株式会社フジハウジング 

5. 協賛     Jaybird アキレス株式会社 青木農園 フジコー株式会社 

6. 協力     久喜市 久喜市商工会 

7. ゲスト  川内優輝 川内侑子 川内鮮輝 

8. 期日     令和元年 12月 29日（日）  

 9. スケジュール 午前 8時 30 分  開会式 

      9時 30分  2kmスタート 

      9時 45分     2km表彰式 

     10時 00分  10kmスタート 

     10時 50分  10km表彰 

     11時 20分  閉会式 

10.  会場   利根川河川敷 久喜市栗橋地先水神宮様前（利根川右岸 129.5km付近） 

        ※JR線、東武日光線「栗橋駅」より徒歩 20分 

    ※駐車場 会場に約 200台有り（無料） 

（駐車場は台数に限りがあるため公共交通機関をご利用ください） 

11. 種目 〇10km【定員 700名】【制限時間 80分】 

一般男子（高校生～39歳以下） 

一般男子（40～59歳） 

一般男子（60歳以上） 

一般女子（高校生～39歳以下） 

一般女子（40～59歳） 

一般女子（60歳以上） 

〇2km【定員 300 名】【制限時間なし】 

小学生低学年男子（1～3年生） 

小学生高学年男子（4～6年生） 

小学生低学年女子（1～3年生） 

小学生高学年女子（4～6年生） 

  12. コース  利根川に沿った管理用道路を往復するコース。空が抜け、幅広くフラットなコースは気持ち良 

                く走れ 5kmの折返し地点からの筑波山や遠く日光連山の眺望は抜群！ 

                ・10km＝5km折り返しコース（利根川右岸 129.5km～利根川右岸 134.5km往復コース） 

    ・2km＝1km折り返しコース（利根川右岸 129.5km～利根川右岸 130.5km往復コース） 

※給水：あり 1カ所［10km折返し地点（5km地点）］ 

13. 表彰 男女別部門別 1位から 3位まで（優勝者には賞金授与） 

14. 参加資格     ⑴各部門の対象に該当しており、健康な方。 

         ⑵申込規約の全ての項目に同意する方。 

          ⑶20歳未満の参加者は、保護者の承諾を得ている方。 

15. 募集人数    10km 700人 

2km 300人（各種目応募人数が多数の場合、先着順で締め切ります） 

16. 参加料     10km 一般 3500円／高校生 2000円 



        2km 1500円／市内小学生 500円 

17. 申込方法  大会 HPの各エントリーサイトより申し込んでください。 

18. 申込期間   令和元年 9月 27日（金）～令和元年 12月 8日（日） 

■参加案内の発送：あり 

■記録証：あり 

■記録集：あり 

■速報提示：あり 

■保険：主催者がマラソン保険に加入 

■参加者へのサービス：無料講習会ほか 

■荷物預かり：あり(貴重品を除く) 

■売店：なし 

■イベント・招待選手：あり 

■医療サービス：救護所設置あり 

■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・権利譲渡・名義変更はできません。当社の責に帰さない 

事由によるエントリー料金等の払戻しは一切認められません。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．地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止、参加料返金の有無・額、通知方法等に 

ついてはその都度主催者が判断し、決定します。 

３．私は、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みます。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ます。 

４．私は、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 

に従います。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。 

５．私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等に 

ついて、主催者の責任を問いません。 

６．私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等について、主催者側が加入した保険の範囲内で主催者にその補償 

を求めることとし、主催者のその余の責任を免除します。 

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であることを了承します。 

８．私の家族・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） 

は、本大会への参加を承諾しています。 

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)はいたしません。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、主催者の決定に従います。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ます。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、別途記載する主催者の規約に則ります。 

１２．上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります（齟齬がある場合は大会規約が優先しま 

す）。 

■競技ルール 

本大会は、2019年度日本陸上競技連盟規則及び本大会要項により実施します。 

競技役員等の指示を受けた場合は、その指示に従ってください。 

レース中、緊急車両の通過や交通状況等により走者を停止させ、車両等の走行を優先させる措置をとります。

なお、この措置による記録の修正等は致しません。 

代理出走は失格となり、保険は適用されません。 

■その他 

►健康管理  

①事前に健康診断を受ける等、自己の健康管理に十分留意して参加して下さい。 

②競技中に発生した傷害および物損事故等に対しては、主催者側は応急処置はしますが、他の責任は一切負い



ません。 

③大会当日は、主催者側では参加者を対象にスポーツ損害保険に加入しています。なお、健康保険証は必ず持 

参して下さい。 

④盗難防止：競技中の盗難など被害者にならないように気をつけて下さい。 (自己・グループ等で十分注意し)

管理して下さい)   

 

 

■申込聞き取り項目 

氏名 

フリガナ 

性別 

生年月日 

大会当日の年齢 

※小学生は学年 

郵便番号 

住所 

電話番号 

メールアドレス 

緊急時連絡先（続柄）     

 

■お問合せ   川内杯栗橋関所マラソン大会実行委員会  

Mail: kurihashi-sekisyo@k-ksports.jp 

Tel：090-4534-8857（平日 9:00～17:00）    

大会ホームページ：https://www.shining-foundation.org/kurihashisekisyo-marathon 

mailto:kurihashi-sekisyo@k-ksports.jp

