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大会についてのお問い合わせ大会についてのお問い合わせ

〒520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1
滋賀県教育委員会事務局 スポーツ健康課

TEL O77-528-4613
（平日9:00から17:00まで　※12/28㊏～1/5㊐除く） ●7:30～8:45  15km…大津港前特設受付会場 滋賀県大津市浜大津

●7:30～9:15  12km…なぎさ公園サンシャインビーチ特設受付会場 滋賀県大津市由美浜

大会当日選手受付および手荷物預り

■電車の場合 京阪「浜大津駅」下車徒歩約３分
 JR「大津駅」からバスで約５分
  （京阪バス、江若バス、近江鉄道バス・有料）

■お車の場合 名神高速道路「大津IC」から約15分

15kmコース大津港前特設受付会場

■電車の場合 JR｢大津駅｣からバスで12分（なぎさ公園線・有料）
■お車の場合 名神高速道路「大津IC」から約10分

12kmコースなぎさ公園前特設受付会場
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「キャッフィー」

はこの大会を応援しています

3/1㈯16:00～16:30 放送予定

15km・12km
大津港（滋賀県大津市浜大津）

なぎさ公園（滋賀県大津市由美浜）

15km…2時間／12km…1時間40分
烏丸半島（滋賀県草津市下物町）

種　　目

会　　場

制限時間

フィニッシュ地点

大会ホームページ
http://www.bsn.or.jp/biwako
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2.23日 AM9:05～
START

びわ湖毎日マラソン大会
環境キャンペーン協賛事業

2013
11月1日㈮

【先着順】
定員になり次第
    締切ます。

■主　　催：滋賀県・滋賀県教育委員会・大津市・大津市教育委員会
　　　　　　草津市・草津市教育委員会・（公財）滋賀県体育協会
■共　　催：大津市体育協会・（一社）草津市体育協会
■後　　援：滋賀経済団体連合会・NHK大津放送局・BBCびわ湖放送
　　　　　　エフエム滋賀・毎日新聞大阪本社
■主　　管：びわ湖ロードレース実行委員会
■特別協賛：
■協　　賛：琵琶湖汽船㈱・上西産業㈱
■支　　援：滋賀県警察本部・滋賀陸上競技協会・滋賀県スポーツ推進委員協議会
　　　　　　（公財）滋賀県交通安全協会・（一社）滋賀県医師会・滋賀県スポーツ医会
　　　　　　　（一社）滋賀県病院協会・びわこ成蹊スポーツ大学
■協　　力：滋賀県道路公社・（独）水資源機構琵琶湖開発総合管理所
　　　　　　（一社）草津北部まちづくり協議会・（一社）滋賀県建設業協会
　　　　　　（一社）滋賀県トラック協会・（一社）滋賀県バス協会・（一社）滋賀県タクシー協会

この申込用紙の裏面に必要事項をご記入の上、参加料を添えて、
下記「各県立社会体育施設窓口」までお越しください。
※応援者が帰路琵琶湖汽船の乗船を希望される場合は、大会参加料と一緒に乗船料（500円/1人）をお持ちください。

■滋賀県体育協会事務局本部……………滋賀県大津市御陵町4-1 県立スポーツ会館2F
■滋賀県立スポーツ会館…………………滋賀県大津市御陵町4-1
■滋賀県立彦根総合運動場………………滋賀県彦根市松原町3028
■滋賀県立体育館…………………………滋賀県大津市におの浜4-2-12
■滋賀県立武道館…………………………滋賀県大津市におの浜4-2-15
■滋賀県立琵琶湖漕艇場…………………滋賀県大津市玉野浦6-1
■滋賀県立長浜ドーム……………………滋賀県長浜市田村町1320
■滋賀県立栗東体育館……………………滋賀県栗東市上鈎５１４
■滋賀県立柳が崎ヨットハーバー ………滋賀県大津市柳が崎１-２
■滋賀県立アイスアリーナ ………………滋賀県大津市瀬田大江町17-3

皆様のご協力をお願いします

チャリティーランナーを
募集します!

申  込
開始日

申込
締切

直接申込の方は

大津駅から
無料バス

2014
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利用交通機関 帰路・琵琶湖汽船乗船

チャリティーランナーは＋500円

電車・車（運転・同乗）
バス・その他

●選　手（無料）： □希望する　□希望しない

●応援者（有料１人５００円）：［　　　　］人

□マザーレイク滋賀応援基金
□災害義援金（東日本）
□スポーツ応援基金
※上記3つの中から希望する支援に寄付

男 

・ 

女

フリガナ

自宅（　　　　）　　　－　　　　　　　携帯（　　　　）　　　－　　　　　電話番号  

番地・アパート名まで記入

都道
府県

所 属 名
（7文字以内）

生
年
月
日

大会当日

年　　月　　日 才

種
目
番
号

〒

大正
昭和
平成

性　別

左記の種目番号表
（1～22）より参加さ
れる番号をご記入
ください。

　チャリティーランナーとは、びわ湖レイクサイドマラソンに参加さ
れる皆さんに支援をお願いし、これに賛同いただいた参加者を「チャ
リティーランナー」と呼んでいます。 
　びわ湖レイクサイドマラソンは、「走ることの喜びを感じ」、「スポー
ツ・健康への関心を高める」ことと、「琵琶湖を取り巻く環境問題に
対する意識の高揚」を開催目的にしております。一人でも多くの参加者の皆さんにスポーツの楽しさと環境問題について、びわ湖レイクサイドマラソ
ンを通じて皆さんからの支援をお願いするものです。この趣旨にご賛同いただける方は、一人500円を参加料にプラスして申し込んでいただきます。
そして、その500円は「マザーレイク滋賀応援基金」「災害義援金」「滋賀県スポーツ応援基金」の中から希望するチャリティーに納入されます。皆さ
んからいただいた善意を事務局よりそれぞれの支援先に送ります。決してチャリティーが参加条件になるものではなく、趣旨に賛同いただける方々か
らの支援をお願いするものです。また、チャリティーランナーとして参加申し込みをしたからといって、ナンバーカードやスタート、プログラムへの
記載が通常の申し込みをされた方と変わることはありません。街角での募金活動を見て募金箱に500円を投じるのと同じです。
　それぞれの支援についての詳細をご覧いただき、皆様方のご協力をお願いします。　　　　　　　　　　 びわ湖ロードレース大会実行委員会事務局

「応援バス」で応援、付き添いの方も安心「応援バス」で応援、付き添いの方も安心

POINT
1

POINT
2

申込方法

希望者には、競技終了後、受付会場まで琵琶湖汽船の船舶をご利用いただけます。
①参加選手は無料。
②そのほかの方（応援等）は1名500円で乗船していただけます。
　申込みの際、参加料と一緒に乗船代をご入金ください。
　※荒天時はバス輸送に変更することがあります。

「応援バス」を各受付場所から烏丸半島まで用意していますので、受付後、フィニッシュ地点まで行かれる
応援、付き添いの方はご利用ください。※ただし、帰りの輸送バスをご利用される方は、別途５００円申し受けます。

オフィシャルホテルに泊まって、朝ゆったり。オフィシャルホテルに泊まって、朝ゆったり。POINT
3 大会オフィシャルホテルの｢琵琶湖ホテル｣｢大津プリンスホテル｣

では、参加者・応援付き添いの方限定の｢特典付き宿泊プラン｣を
ご用意。詳細は大会HPをご覧ください。

【期　　日】 平成26（2014）年2月23日（日）AM9：05から順次スタート
【コ ー ス】 ①15km（三井の晩鐘チャレンジコース）
 　大津港～なぎさ公園～近江大橋～矢橋帰帆島～
 　さざなみ街道～草津市烏丸半島港前
 ②12km（粟津の晴嵐ほのぼのコース）
 　なぎさ公園～近江大橋～矢橋帰帆島～さざなみ街道～
 　草津市烏丸半島港前
【参加資格】 ①15km…大会当日に満18歳以上の者（高校生不可）
 　12km…大会当日に満15歳以上の者（中学生不可）
 ②出場選手は必ず健康診断を受け、健康であることを証明され

たものであること。（大会当日は事故等に対する応急処置は
行うが、その後の責は負わない）

 ③単独走行が困難な方は伴走者をつけることができる。
 　（盲導犬の伴走は不可）
 ④15kmを2時間、12kmを1時間40分程度の走力を有する者。
【募集人数】 15km…500名程度【先着順】 
 　①29歳以下の部　②30歳代の部　　③40歳代の部
 　④50歳代の部　　⑤60歳以上の部
 12km…800名程度【先着順】
 　①高校生の部　　②29歳以下の部　③30歳代の部
 　④40歳代の部　　⑤50歳代の部　　⑥60歳以上の部
 ※上記募集人数内で｢チャリティーランナー｣を募集します。
 ※ただし、各部門とも200名を超えた場合、年齢区分を5歳刻み

に分ける場合がある。（例：30～34歳の部、35～39歳の部）
【参 加 料】 15km…3,000円（保険料含む）
 12km…2,500円（保険料含む）
 ※チャリティーランナーは＋500円
 　（マザーレイク滋賀応援基金・災害義援金・スポーツ応援基金

から希望する支援に寄付）
【競技規定】 ①競争には伴走、飲食物の補給、その他助力は一切認めない。
 ②道路の左側を走ること。
【制限時間】 ①スタート後、
 　15km…2時間00分（8分/1km）
 　12km…1時間40分（8分/1km）
 　をめどにフィニッシュ地点を閉鎖する。
 ②大会運営上、著しく遅延が予想される場合、審判長および走

路員の判断で、レースを中止する場合がある。 
【表　　彰】 ①各部門別男女別の、優勝者にメダルを授与し、8位までに賞状

を授与する。
 ②特別賞としてサン・クロレラ賞を設ける。
【参 加 賞】 参加者全員に参加賞（記念品）を贈呈する。
【完 走 証】 完走者全員に完走記録証を発行し完走記念品を贈る。
【問い合わせ先】 大会についてのお問い合わせ
 　〒520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1
 　滋賀県教育委員会事務局 スポーツ健康課
 　TELO77-528-4613

【申 込 先】 インターネットおよび郵便振替または県立社会体育施設窓口で受付
 インターネット…http://runnet.jp/
 郵便振替…希望する者は事務局に連絡。送付された振込用紙で振替
 直接申込…各県立社会体育施設窓口
【申込受付期間】 RUNTES申込と窓口申込…平成25年11月1日（金）～
 郵便振替……………………平成25年11月1日（金）～

　
【選手受付】 平成26年2月23日（日）
 15km…7:30～8:45 大津港前特設受付会場
           滋賀県大津市浜大津5丁目1-1
 12km…7:30～9:15 なぎさ公園サンシャインビーチ特設受付会場
           滋賀県大津市由美浜5番地
【表 彰 式】 平成26年2月23日（日）11:00頃
 草津市烏丸半島多目的広場
 滋賀県草津市下物町1091
【注意事項】 ①主催者において参加者全員を被保険者として、スポーツ保険に加

入する。主催者は事故に対する応急処置はするが、その後の責任
は負わない。

 ②選手の輸送はバスで対応する。
 ③交通混雑を避けるため車によるコースおよび湖岸駐車場への乗り

入れは禁止する。
 ④大会出場中の映像・写真・記事・氏名・記録等のテレビ・新聞・雑

誌・インターネット等への掲載権は､主催者に属する。
 ⑤天候・地変等によりコースに支障が生じた場合は、予告なしにコー

スを変更することがある。

【そ の 他】
①主催者の責によらない事由で大会が中止となった場合、参加料の返金は一切行
いません。

②競走には、伴走、飲食物の補給、その他助力は一切認めません。
③走路の左側を走ること。
④大会参加者へのサービスの向上を目的として、参加案内、記録通知、関連情報の
通知、大会協賛・協力団体からのサービスの提供および記録等に個人情報を利用
します。

⑤主催者において参加者全員を被保険者として、マラソン保険に加入します。主催
者は、事故に対する応急処置はしますが、その後の責任は負いません。

⑥参加者の手荷物は、スタート地点からフィニッシュ地点まで主催者で搬送します。
⑦競技終了後、参加者をJR草津駅・JR大津駅・各スタート地点へバスで輸送します。
また希望により、スタート地点（プリンスホテル港・大津港）に琵琶湖汽船の船舶
（リオグランデ・megumi）で輸送します。なお、当日の天候等により船舶輸送が困
難な場合は、シャトルバスにて対応します。

⑧交通混雑を避けるため、コースおよび湖岸駐車場へ車での乗り入れは禁止します。
⑨天候・地変等によりコースに支障が生じた場合は、予告なしにコースを変更するこ
とがあります。

⑩ コースはびわ湖管理用道路・歩道となっております。
走行の際は十分注意してください。（交通規制はありません）

定員になり次第締切

先着600名
フィニッシュ後、琵琶湖汽船にてスタート地点までお送りします。フィニッシュ後、琵琶湖汽船にてスタート地点までお送りします。

（インターネット・携帯サイトエントリー）
パソコンまたは携帯から下記のURLにアクセスし、大会エントリーページ
の指示に従ってお申し込みください。支払方法は、お申し込みの際にお選
びいただけます。（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。
※エントリー手数料：4,000円まで200円、4,001円以上5％（税込）

http://runnet.jp/http://runnet.jp/
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Ｒ
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QRコード対応の携帯電
話を使うと、申込サイト
にアクセスできます。

申込規約 ※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。

主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等
を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者
へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、
大会協賛・協力・関係各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。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡、及び番組制
作に係る取材等での連絡をさせていただくことがあります。

個人情報の取り扱いについて

直接申込（窓口受付）  のいずれかでお申し込み頂けます。専用振替払込用紙 C

【お問い合わせ先】
滋賀県体育協会事務局
〒520-0037 滋賀県大津市御陵町4-1県立スポーツ会館2F
TEL:077-521-8345  FAX:077-521-8484
 （土・日・祝休み AM9：00～PM5:00）

直接申込（窓口受付）C

2014びわ湖レイクサイドマラソン開催要項

チャリティーランナーを募集します

琵琶湖の自然と滋賀の
豊かな歴史的文化的資
産を次の世代に引き継ぐ

ために滋賀県の取り組みを応援する基金です。
滋賀ファンの皆さまからの応援をお待ちしております。

東日本大震災を含む災
害で被災された方 を々支
援するための義援金で

す。1日も早い復興のために皆さまで応援しましょう。
がんばろう！ 日本

滋賀県の子どもたちの生涯
を通じたスポーツライフの実
現と、世界へ羽ばたく将来

のスポーツ選手の育成を応援するための基金です。
子どもたちへのスポーツ普及支援に参加しませんか。

エントリー用紙 （ 定員になり次第終了 ）

切
り
取
っ
て
く
だ
さ
い

種目番号表
15km

12km

 1 男子29歳以下の部
 2 女子29歳以下の部
 3 男子30歳代の部
 4 女子30歳代の部
 5 男子40歳代の部
 6 女子40歳代の部
 7 男子50歳代の部
 8 女子50歳代の部
 9 男子60歳以上の部
10 女子60歳以上の部

11 男子高校生の部
12 女子高校生の部
13 男子29歳以下の部
14 女子29歳以下の部
15 男子30歳代の部
16 女子30歳代の部
17 男子40歳代の部
18 女子40歳代の部
19 男子50歳代の部
20 女子50歳代の部
21 男子60歳以上の部 
22 女子60歳以上の部

直接申込（窓口受付）用

この申込用紙に必要事項をご記入の上、参加料を添えて、裏面「県立社会体育施設」までお越しください。

下記エントリー用紙に必要事項をご
記入の上、参加料を添えて裏面施設
窓口までお越しください。

湖沿いコースを走り、湖上を船で帰る。湖沿いコースを走り、湖上を船で帰る。
日本一の琵琶湖を
丸ごと満喫!
日本一の琵琶湖を
丸ごと満喫!

別紙の専用振替払込用紙（コピー不可）に必要事
項をご記入の上、参加料を添えて、ゆうちょ銀行ま
たは郵便局窓口でお申し込みください。確認用にコ
ピーを大会まで保存されることをおすすめします。

専用振替払込用紙B

【注意事項】
●1人に1枚ずつ記入してください。 ●書類内容の不備（記入漏れ・不明瞭等）の場合は受付しません。
●払込用紙のコピー使用不可。 　　 ●チャリティーをされる方は、大会参加料と一緒に500円を払込みください。
●応援者が帰路琵琶湖汽船の乗船を希望される場合は、大会参加料と一緒に乗船料（500円/1人）を払込みください。

希望する方は事務局に連絡をしてください。

●1人に1枚ずつ記入してください。 
●書類内容の不備（記入漏れ・不明瞭等）の場合は受付しません。
●応援者が帰路琵琶湖汽船の乗船を希望される場合は、
大会参加料と一緒に乗船料（500円/1人）を払込みください。

注意事項

 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。また、過剰入金・重複入金の返金は
いたしません。定員を超える申込があっ
た場合、入金期限内に参加料の支払が
完了していても入金日によっては申込
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
に関し、主催者の責任を免除し、損害賠
償等の請求を行いません。

 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）。 

【お問い合わせ先】
滋賀県教育委員会事務局 スポーツ健康課
〒520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1
TEL:077-528-4613　FAX:077-528-4955
 （土・日・祝休み AM9：00～PM5:00）


