都 農 町 観 光 のご 案 内
都農ワイナリー ２０２２年度ワイン 好評発売中！
都農ワインは、尾鈴産ぶどう１００％

都農尾鈴マラソン大会
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３年開催！
！

で造られるワインで長年の努力が実
り、
国内外から数多くの受賞を続けて
います。
ワイナリーは小高い丘の上に
あり、日向灘や都農の街並みが一望
できる最高のロケーションです。
都農ワインショップがリニューアル
旧

第 回

コース案 内 図
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ぶりに

オープンしました♪

道の駅つの
都農町で収穫された自慢の野菜に日

２０２３.

向灘で水揚げされた新鮮な海の幸！
特産品やおみやげなど都農町の魅力
が丸ごとギュッと詰まっています。ま
た、食事コーナーにも都農町の美味
しいが沢山詰まっていますので、ぜひ
お立ち寄りください。

都農神社
都農神社は、宮崎県で一番格式の高
い
「日向国一之宮」
に位置付けられた
神社です。
宮崎県内のパワースポットとしても
広く知られており、病気平癒をはじ
め、
縁結び、
子孫繁栄、
家内安全、
商売
繁盛などのご利益があるとされてい
ます。

１０

宮崎県都農町

都農神社前スタート・ゴール

定員になり次第締め切ります。

専用振替払込用紙・団体申込
大会ホームページ

（インターネットエントリー）
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アスリートビブスを郵送します！
！

日

ハーフ

１０㎞

1,500名

1,000名

定員

定員

完走証はWeb確認！
！

受付方法を当日の対面受付から郵送に変更します。
アス
リートビブス
（ナンバーカード）
・計測チップ等は１月下旬頃
ご登録の住所に郵送します。

お申し込みは大会ホームページより

金

種目

アスリー ト ビ ブス・計 測 チップ 等 は︑大 会２ 週 間 前 〜 日 前 にお 送 りいたし ま す︒
※
この 振 替 用 紙 控 えは 大 会 終 了 後 ま で 保 管 し ておいて く だ さい︒
※

サンプル

申込締切

完走証を
「WEB完走証」
へ変更します！
！
フィニッシュ後に完走証の発行窓口に並ぶ必要もなく、大
会HPから作成できます。

第５５回都農尾鈴マラソン

TOYO TIRE
（株）
・
（株）
鰻楽
大会に関するお問い合わせ先

都農尾鈴マラソン大会事務局 ＴＥＬ：0983-25-5725 〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北4874番地2 都農町教育委員会社会教育課内

お待たせしました！
！

2022年11月11日（金）
2022年11月11日（金）
2022年11月27日（日）

都農尾鈴マラソン大会は３年ぶりに開催します！
！
ランナーの皆さんの参加を心よりお待ちしております！
！
今回の尾鈴マラソン大会
今回の尾鈴マラソン大会は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、エントリー種目を減らして実施します。
また、新型コロナウイルス感染防止対策を強化した大会運営をすることと、近年の物価高騰を鑑み、やむを得ず大会参加費
を値上げする事となりました。
尾鈴マラソン大会を楽しみにしていただいている皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解いただきますようお願い
申し上げます。

尾鈴マラソン大会における新型コロナウイルス感染防止対策
◎スタッフとの接触をできる限り減らします。

・受付方法を大会当日の対面受付から郵送に変更します。
それに伴い、計測チップをシューズ装着タイプに変更します。
・完走証を対面での紙交付から
「WEB完走証」に変更します。
発行窓口に並ぶ必要もなく、
フィニッシュの数分後には大会HPから作成できます。
※記録が確定するまでは、表示される記録および順位は速報（参考記録）になります。

（お間違いのないようご確認ください。）

1. 当日入口にて、
検温・消毒を行います。
37.5℃以上の発熱が確認された場合は、
参
加を見合わせていただきます。
また、
会場内への入場はできません。
2. 会場内においてランナーは競技中以外はマスク着用をお願いします。
重症
3. 65歳以上の方や基礎疾患を有する方は新型コロナウイルスに感染した場合、
化するリスクが高いことを十分にご認識いただいたうえでご参加をお願いします。
4. 保健所から濃厚接触者と判断され、大会当日の時点で政府が定める健康状態を
観察する期間が経過していない場合は、
参加をお断りします。
万が一感染者が出た場合の責任は
5. 新型コロナウイルスの感染防止に努めますが、
負いかねます。
関係者などの中から新型コロナウイルスの感染が出た場合は、
保健所など
6. 参加者、
からの聞き取り調査にご協力いただく場合があります。
（見舞金保証制度）
では疾病
（新型コロナウイルスなど）
は
7. 主催者が加入する保険
補償の対象外となります。
ほかの参
8. 主催者が求める参加条件や感染防止対策を遵守いただけない場合は、
加者の安全を確保するため参加をお断りする
（競技中を含む）
場合があります。
9. 新型コロナウイルス感染防止対策を目的として体調管理を含む個人情報は、行政
機関からの要請があった場合に限り、適切な方法で行政機関に提出することがあ
ります。

◎ふるまい（豚汁・飲み物）
を中止します。

・大会会場内の食事を禁止とするため、今回は豚汁・飲み物のふるまいを中止します。

令和５年２月１１日
（土）
建国記念の日
【雨天決行】
都農神社前スタート・ゴール
（日本陸連公認コース）
受付は実施せず、アスリートビブス
（ナンバーカード）、計測チップ等は１月下旬頃
ご登録の住所に郵送します。団体受付の方は、直接大会事務局に取りにきていた
だくか、代表者へ一括して郵送します。
午前８時３０分〜簡素化して行います。

ハーフ
（一般男女／高校生以下不可）

9:15

155分

1,500名

１０㎞
（一般男女／高校生男女）

9:30

90分

1,000名

健康で、制限時間内に完走できる方

申込締切：令和4年11月11日
（金）
消印有効

種目総合優勝のみ当日行います。
各部門３位までの方は賞状とメダルを後日郵送します。
最高年齢賞、最遠距離賞、
ラッキー賞があります。
一般
（大学生含む）
／４，
０００円

ランナーズチップによる記録計測を行います（
。今回よりナンバーカードに装着するものから、靴に装着するものに変更します）
記 録 証

高校生／特産品・おにぎり弁当

Ｗｅｂ確認方式へ変更します。
紙での記録証は交付しません。

主催者は、競技中の事故については一切責任を負いません。
参加者は体調を整えて参加してください。

大会中止及び参加料の返金について
■以下の場合、大会を中止します。 ※詳細はホームページをご確認ください。
・大会当日、緊急事態宣言が発令及びこれに準ずる措置が取られ、移動制限や外出自粛、
イベント中止が要請された場合
・国内感染状況や感染拡大リスク等を踏まえ、安全な開催が困難であると実行委員会が判断した場合。
■大会を中止した場合の返金について
・参加料の一部払い戻しについては中止に伴う経費などを勘案し、
お戻しの有無・金額・方法を決定します。

大会開催中の事故につい
1. 私は上記申込規約を守り、
ては自己の責任とし、主催者に対し損害の賠償請求
及び訴訟などは行いません。
2. 私は新型コロナウイルス感染拡大等を原因とし、大
会が中止になった場合、参加料の返金については、
主催者の判断、決定に従います。

サンプル

高校生／１，
５００円
（今回より値上げをしています。
ご理解をお願いします）

一般
（大学生含む）
／都農ワイン・おにぎり弁当

新型コロナウイルス感染防止について

令和4年

11月11日（金）

