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●九州陸上競技協会　大分県　大分県教育委員会　大分市　大分市教育委員会　別府市
　別府市教育委員会　毎日新聞社　ＲＫＢ毎日放送　ＯＢＳ大分放送
●日本陸上競技連盟　日本実業団陸上競技連合　大分県体育協会　スポーツニッポン新聞社
●大分陸上競技協会
●大分県警察本部　陸上自衛隊別府駐屯地第41普通科連隊　大分市医師会
　国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所
●2012年2月5日（日）正午スタート 
●マラソン（42.195㌔）
●別府大分毎日マラソン大会日本陸上競技連盟公認コース
　大分市高崎山・うみたまご前スタート、別府市亀川バイパス折り返し、大分市営陸上競技場フィニッシュ
●第61回大会の参加資格は20歳以上（1992年2月5日以前の出生者）で、フルマラソン3時間30分以内の
　記録（2010年1月1日以降。記録はグロスタイム。日本陸上競技連盟登録者は公認記録。未登録者は公認コース
　での記録）を持つ男女の競技者とし、持ちタイムや2011年度日本陸上競技連盟登録の有無により、カテゴリー
　を３つに分けて受け付けます。カテゴリーにより、申込方法、締め切り、参加料、先着受付の有無などが異なり
　ます。ご注意下さい。参加申し込みは9月20日（火）午前10時から受付いたします。

【カテゴリー1・エリート】※日本陸上競技連盟登録者に限る。

　①マラソン2時間30分以内②30㌔ロードレースは1時間40分以内③ハーフマラソン1時間10分以内（記録はグロスタイム）
　④日本陸上競技連盟、日本実業団陸上競技連合、日本学生陸上競技連合、都道府県陸協の推薦があるもの。

　■参 加 料　5,000円

　■申込方法　▽申込者全員がレースに参加できます。　▽申込締め切り＝2011年12月22日（木）必着
　　　　　　　▽専用申込用紙での申し込みとなります。
　　　　　　　　参加料振込み後、専用申込用紙に必要事項を記入し、下記へ提出して下さい。
　　　　　　　　〒802-8651　北九州市小倉北区紺屋町13-1　毎日新聞西部本社 事業部内
　　　　　　　　「別府大分毎日マラソン大会」係　TEL.093－511－1119  FAX.093－541－8239
　　　　　　　　参加料振込は郵便局備え付けの振込用紙を使用して下さい。
　　　　　　・郵便振替口座　01750－1－11038　・加入者名　株式会社　毎日新聞社
　　　　　　・通信欄に必ず「別府大分毎日マラソン大会参加料」と記入して下さい。
　　※申し込みの際、申告記録の記録証（コピー可）、記録表などを添付して下さい。
　　※陸連登録番号は正確に記入して下さい。虚偽の申告が判明した場合は申し込みを無効とします。
　　※スペシャルドリンクを置くことができます。希望者は申込書に記入して下さい。
　　※大会10日前までに「受付はがき（ナンバーカード引換券）」「参加案内」を送付します。
　　※レース前の更衣・待機場所は別府湾側のおさる館を予定しています。フィニッシュ後の更衣室は大分市営陸上
　　　競技場内を予定しています。

【カテゴリー2・サブ3】※日本陸上競技連盟登録者に限る。

　①マラソン2時間59分59秒以内②30㌔ロードレースは1時間54分以内③ハーフマラソンは1時間17分以内（記録はグロスタイム）
　■参 加 料　5,000円
　■申込方法　▽申込者全員がレースに参加できます。
　　　　　　　▽インターネットと専用申込用紙を郵送する２つの方法があります。
　　　　　　　▽受 付 開 始＝2011年 9月20日（火）午前10時
　　　　　　　▽申込締め切り＝2011年11月25日（金）＝インターネット、専用申込用紙とも。
　　●RUNTES（インターネット・携帯サイトエントリー）http://runnet.jp/
　　　・パソコンまたは携帯電話から上記URLにアクセスし、大会エントリーページの指示に従って申し込み下さい。
　　　　支払い方法は、申し込みの際に選択できます（クレジットカード、コンビニ、ＡＴＭなど）。※エントリー手数料200円
　　　・申し込みとは別に、申し込み時に記入した申告記録の記録証（コピー可）、記録表など（電話番号を明記）を
　　　　11月30日（水）までに郵送またはファクスで下記エントリーセンターにお送り下さい。この日までに届かない
　　　　場合は申込みを取り消します。
　　　　〒152-8532 　東京都目黒区原町1-31-9　別府大分毎日マラソン大会エントリーセンター
　　　　　　FAX.03－3714－6427　問い合わせ　TEL.03－3714－7924（月～金10:00～17:00　祝祭日を除く）
　　　　　　e-mail:betsudai@runnet.jp
　　●専用申込用紙での申し込みは参加料振込み後、必要事項を記入し下記へ提出して下さい。
　　　　〒802-8651　北九州市小倉北区紺屋町13-1　毎日新聞西部本社 事業部内
　　　　　　「別府大分毎日マラソン大会」係　TEL.093－511－1119　FAX.093－541－8239
　　　　　　参加料振込は郵便局備え付けの振込用紙を使用して下さい。
　　　　　　・郵便振替口座　01750－1－11038　・加入者名　株式会社　毎日新聞社
　　　　　　・通信欄に必ず「別府大分毎日マラソン大会参加料」と記入して下さい。
　　　・申し込みの際、申告記録の記録証（コピー可）、記録が証明できるもの（記録表など）を添付して下さい。

　　※陸連登録番号は正確に記入して下さい。虚偽の申告が判明した場合は申し込みを無効とします。
　　※大会10日前までに「受付はがき（ナンバーカード引換券）」「参加案内」を送付します。
　　※レース前の待機場所は別府湾側のおさる館、またはテントを予定しています。フィニッシュ後の更衣室は大分市
　　　営陸上競技場内を予定しています。

別府大分毎日マラソン大会 要
　
項（兼）日本実業団海外派遣男子選手選考会
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【カテゴリー3・一般】※日本陸上競技連盟登録者並びに未登録者

　①マラソン3時間30分以内（記録はグロスタイム）
　■参 加 料　7,000円
　■申込方法　▽インターネットと専用申込用紙を郵送する２つの方法があります。
　　　　　　　▽受 付 開 始＝2011年 9月20日（火）午前10時
　　　　　　　▽申込締め切り＝2011年11月25日（金）＝インターネット、専用申込用紙とも。
　　　　　　　▽定員を1,000人（先着順）とします。
　　　　　　　▽定員に達した場合は大会ホームページ、毎日新聞紙面でお知らせします。
　　　　　　　　（専用申込書での申し込みはRUNTES受付締め切り当日の消印まで受付いたします）。
　　●RUNTES（インターネット・携帯サイトエントリー）http://runnet.jp/
　　　・パソコンまたは携帯電話から上記URLにアクセスし、大会エントリーページの指示に従って申し込み下さい。
　　　　支払い方法は、申し込みの際に選択できます（クレジットカード、コンビニ、ＡＴＭなど）。※エントリー手数料200円
　　　・申し込みとは別に、申し込み時に記入した申告記録の記録証（コピー可）、記録表など（電話番号を明記）を11月
　　　　30日（水）までに郵送またはファクスで下記エントリーセンターにお送り下さい。この日までに届かない場合は
　　　　申込みを取り消します。
　　　　〒152-8532 　東京都目黒区原町1-31-9　別府大分毎日マラソン大会エントリーセンター
　　　　　　FAX.03－3714－6427　問い合わせ　TEL.03－3714－7924（月～金10:00～17:00　祝祭日を除く）
　　　　　　e-mail:betsudai@runnet.jp
　　●専用申込用紙での申し込みは参加料振込み後、必要事項を記入し下記へ提出して下さい。
　　　　〒802-8651　北九州市小倉北区紺屋町13-1　毎日新聞西部本社 事業部内
　　　　　　「別府大分毎日マラソン大会」係　TEL.093－511－1119　FAX.093－541－8239
　　　　　　参加料振込は郵便局備え付けの振込用紙を使用して下さい。
　　　　　　・郵便振替口座　01750－1－11038　・加入者名　株式会社　毎日新聞社
　　　　　　・通信欄に必ず「別府大分毎日マラソン大会参加料」と記入して下さい。
　　　　　　・申し込みの際、申告記録の記録証（コピー可）、記録が証明できるもの（記録表など）を添付して下さい。
　　※陸連登録者は登録番号を正確に記入して下さい。スタート順が優遇されます。虚偽の申告が判明した場合は
　　　申し込みを無効とします。
　　※大会10日前までに「受付はがき（ナンバーカード引換券）」「参加案内」を送付します。
　　※レース前の更衣・待機場所は高崎山側のテントを予定しています。フィニッシュ後の更衣室は大分舞鶴高校を
　　　予定しています。

■女子選手について
　※持ちタイム、申込方法、受付、カテゴリーは男子選手と同様です。
　※レース前の更衣・待機場所は高崎山側の専用テントを予定しています。フィニッシュ後の更衣室は大分舞鶴高校
　　を予定しています。

●国内外の優秀な男子選手（女子は設けません）
●2011年度日本陸上競技連盟競技規則により実施します。
●下記の通り、関門規制を行います。閉鎖後の走行は認めません。
　①10㌔：49分　　 　②15㌔：1時間13分　③ハーフ（21.0975㌔）：1時間45分
　④25㌔：2時間03分　⑤30㌔：2時間28分　⑥35㌔：2時間54分　⑦40㌔：3時間20分
●①男女の優勝者に優勝杯を贈ります。②国内男子選手のうち最高位の選手に日本陸上競技連盟杯を贈り
　ます。③１位～１０位の男子選手、1位～3位の女子選手にそれぞれ賞を贈ります。④新人で優秀な記録を
　出した男子選手に新人賞を贈ります。⑤参加者全員に参加賞を贈ります。
　　※本大会の男子優秀選手を日本実業団陸上競技連合が海外マラソンに派遣します。
●2月5日（日）17時　大分東洋ホテル（大分市田室町9-20　TEL097-545-1040）
　※男子10位まで、女子3位までの入賞者は必ず出席して下さい。
●大分県立別府コンベンションセンター（ビーコンプラザ）で大会前日の2月4日（土）１4時00分～17時00分
　の間に行います。ナンバーカード引換券を提示してください。ナンバーカード、ＩＤカード、プログラム、
　参加賞（オリジナルＴシャツ）、荷物輸送用袋（縦69㌢、横60㌢）をお渡しします。なお、当日受付はいたしません。
　　※大分県立別府コンベンションセンター（ビーコンプラザ）大分県別府市山の手町12-1  TEL0977-26-7111
●参加選手が交流できる「ランナーの広場」を大会前日の2月4日（土）14時00分～17時00分、大分県立別府
　コンベンションセンターに設けます。
●大分市営陸上競技場で国際陸上競技連盟の規則により実施します。
●競走中の事故については、初診料及び最初の処置料は主催者で負担、その後の処置については本人負担
　とします。健康保険証を持参しておいて下さい。
●①完走者には記録証を後日、送付します。
　②大会当日（2月5日）に下記の通り、選手送迎用バスを運行します。人数把握のため、申込書に乗車希望
　　の有無を記入してください。乗車の際、ＩＤカードを提示して下さい。
　　　１． 9時00分～10時00分 別府北浜ホテル街発　　　　 高崎山・うみたまご着（所要時間15分）
　　　２．  9時00分～10時00分 大分市営陸上競技場発      　高崎山・うみたまご着（所要時間20分）
　　　３． 9時00分～10時00分 JR大分駅発　　　 　　　     高崎山・うみたまご着（所要時間15分）
　　　４．15時30分～16時00分 大分市営陸上競技場発      　 JR大分駅      JR別府駅
　③スタート地点からフィニッシュ地点への荷物輸送は大会側で行います。受付でお渡しする荷物袋に
　　入れ、係員にお渡し下さい。なお、貴重品はお預かりできません。各自で保管して下さい。
　④宿泊あっせん希望者は別紙申込書を使用し、直接JTB大分に申し込んで下さい。
　⑤自己都合による申し込み後のキャンセルはできません。参加料の返金はいたしません。
　⑥主催者の責任ではない理由で大会が中止になった場合、参加料の返金等は一切行いません。
　⑦競技者の服装が競技運営に適当でないと判断した場合、参加を認めないことがあります。
　⑧本大会は国内の関連するすべての法令を遵守し、実施するものとします。
　⑨大会プログラムの最終ページに別府市温泉無料入浴券をつけています。ぜひ、ご利用下さい。
●①出場選手は氏名、年齢、都道府県、所属を毎日新聞紙上、大会ホームページなどで公表します。
　②氏名、住所、電話番号などの個人情報は大会事務局が管理し、慎重に取り扱います。
●別府大分毎日マラソン大会事務局（11月1日から）
　大分市西浜1-1　大分市営陸上競技場内（〒870-0931）電話 097－558－1999　FAX 097－558－1784
●大会ホームページ http://www.betsudai.com
●インターネットによるエントリーの問い合わせはメールでお願いします。　e-mail:betsudai@runnet.jp



私はレース中の事故・疾病については、私の責任において、一切、貴大会にご迷惑をおかけしないことを約束し参加料を
添えて参加申し込みを致します

第61回 別府大分毎日マラソン大会
参加申込書

No.

いずれかに○を
つけてください カテゴリー

2時間30分以内 2時間59分59秒以内 3時間30分以内

1　　　　　 2　　　　　  3

年　　 　月　　　　日

2010年以降の
最　高　記　録

自 己 最 高 記 録

その他の主な記録

ふりがな

氏　　名

自宅住所

勤務先住所

勤務先名

電話番号
（日中連絡先に　）

（書類送付希望先に　）
※自宅または勤務先

所属陸協

（資格審査用）

（いずれかに　）

送迎バス
利用有無

メールアドレス

生年月日男・女 19　　 年　　　月　　　日生

（大会当日満　　　歳）

〒
－

都道
府県

郡
市

区
町

アパートマンション名
丁目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号室

ビル名・部署名等
丁目

〒
－

都道
府県

郡
市

区
町

都道
府県

登録
番号

陸協登録の
企業・学校名

－　　　－ －　　　－
□自　宅 □勤務先

－　　　－
□携帯

ＰＣ 携　帯（該当アドレスに　）

＠
□
□
□
□

docomo.ne.jp
ezweb.ne.jo
softbank.ne.jp＠

マラソン

30km

ハーフマラソン

マラソン

30km

ハーフマラソン

時間　　分　　秒

時間　　分　　秒

時間　　分　　秒

時間　　分　　秒

時間　　分　　秒

時間　　分　　秒

時間　　分　　秒

年　　月　大会名

年　　月　大会名

年　　月　大会名

年　　月　大会名

年　　月　大会名

年　　月　大会名

年　　月　大会名

（いずれかに　）
スペシャル配置 □利用しない □6km　 □11km　 □16km　 □21km　 □26km　 □31km　 □36km　 □41km

※スペシャル配置は招待選手及び参加資格記録が2時間30分以内（マラソン）の選手または主催者が認めた選手に限ります。

フルマラソン
出　場　回　数

（今回を含む）
回 身長 体重cm kg

□利用する □利用しない

□利用する
□①別府北浜ホテル街発（9時00分～10時00分）
□②大分市営陸上競技場発（9時00分～10時00分）
□③JR大分駅発（9時00分～10時00分）

□利用しない行き

帰り

Tシャツサイズ

Ｓ　　Ｍ　　L大分市営陸上競技場発
□15時30分　□15時45分　□16時00分

※宿泊あっせん希望の方は、別紙をご利用下さい。


