
全国から参加のランナーの皆様
　ようこそ、和紙のふるさと小川町へ
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大会に関するお問合せ先

【小川和紙マラソン大会実行委員会】
〒355-0392　埼玉県比企郡小川町大字大塚５５

小川町教育委員会内
TEL 0493－72－1221　内線293・294
（平日8時30分～17時15分※土日・祝日は閉庁）

● 暗くなる 前にライトの 点灯を
● 歩く時 着けて安心 反射材
● 夕暮れ時 右から渡る 歩行者注意

～『きらめき３Ｈ運動』実施中～
小川警察署

トリプルエイチ

交通事故防止のポイント

【大会ホームページ】
  https://ogawa-washi-marathon.jp

【　　　　　　　　　　　 】
  https://runnet.jp/

（インターネットエントリー）

※東武東上線・JR八高線 「小川町駅」 より無料送迎バスがあります。（当日午前7：00～）
※嵐山小川ICより車で10分。（午前8：30より交通規制がありますのでご注意ください。）

中古車販売

（下里四区区民センター）

農産物直売所ファーストフード

ボウリング場

小川町駅までのアクセス

9月1日（木）エントリー開始 先着2,300名
参加賞、ナンバーカード、計測用チップを事前送付いたします！

種　目 ハーフマラソン/5km/3km/2km/親子の部（2km） 会　場 埼玉伝統工芸会館（埼玉県 小川町）

小川和紙マラソン大会
第30回記念

令和4年12月11日（日）開催

主　催 小川町　小川町教育委員会　小川町スポーツ協会
主　管 小川和紙マラソン大会実行委員会
後　援 埼玉伝統工芸会館　東武鉄道（株）　読売新聞さいたま支局　埼玉新聞社　報知新聞社　テレ玉　小川町商工会　小川町観光協会
　　　　小川ライオンズクラブ　小川ロータリークラブ　小川町コミュニティ協議会
特別協賛（株）ヤオコー　埼玉縣信用金庫
協　賛

　小川農産物直売所
協　力 寄居町　嵐山町　ときがわ町　東秩父村 小川警察署　寄居警察署　比企広域消防本部 小川消防署 埼玉県東松山県土整備事務所　埼玉県熊谷県土整備事務所

比企医師会　小川町交通安全隊　交通安全協会小川第1支部、小川第2支部　小川町区長会　小川地区ソフトボール愛好会　大河ソフトボール愛好会　　　
竹沢スポーツ愛好会　八和田地区スポーツ愛好会　小川町スポーツ少年団　小川町青少年補導委員会　小川町社会福祉協議会　小川町老人クラブ連合会
（株）オガワ製作所　（宗）大聖寺　（宗）西光寺　下小川一区青壮年会　下小川一区レディースクラブ　小川走友会　ケージーエス（株）　読売センター小川
 県立小川高等学校（女子バレーボール部・剣道部・陸上競技部・グローカルメディア研究部ほか）　小川町ひばり台地区連絡協議会　

小川町復活！

和紙で作っ
た

完走記録証
を当日

お渡しいた
します。

アキム（株）埼玉県小川和紙工業協同組合 ミズノ（株）太陽ホールディングス（株） 製薬（株）大 小川町内郵便局 ヌエックベストサポート（株）



開 催 日：
会　　場：
開 会 式：
プログラム配付：
参加資格：

定　　員：

制限時間：
関　　門：

申　　込：

申込期間：

参 加 賞：

表　　彰：

そ の 他：

RUNTES（インターネットエントリー）
令和４年９月１日（木）～９月30日（金）
参加者全員に参加賞（親子の部の親を除いた高校生以上
はTシャツ、親子の部の親及び小中学生はミニタオル）
事前送付します。※申込以降でのTシャツのサイズ変更

）すましたい付送前事（。んせまい行は
各部門とも１位～８位に賞状及び賞品
（各表彰式は1～3位のみ行います。）
⑴参加賞・チップ・ナンバーカードをお申込み住所に送
付しますので、当日は忘れずにお持ちください。チッ
プ・ナンバーカードをお忘れの場合、1,500円にて再
発行します。当日参加されない方は、同封する返信用
封筒にてチップを必ずご返却ください。ご住所に誤り
があると送付できませんので、お申込みいただく際に
はお間違えのないようご注意ください。
⑵参加者は、事前に医師による健康診断を受け、当日の
健康状態を十分考慮した上、各自の責任において参加
してください。
⑶主催者は大会当日のマラソン保険に加入します。
⑷貴重品預かり所および手荷物置き場はありますが、原
則として貴重品や手荷物は各自で管理してください。
盗難については、主催者側は一切の責任を負いません。
⑸駐車場には限りがありますので、なるべく公共交通機
関をご利用ください。
⑹計時はランナーズチップ　　　　   を使用いたしま
す。必ずシューズに装着してください。
⑺ハーフマラソンは1km毎に距離表示をしています。
⑻完走者には、当日記録証を発行いたします。

親子の部は手をつないで一緒にフィニッシュしてください。

参加料

2,000円

6,000円
（高校生は1,500円）

3,500円
（高校生は1,500円）

500円

500円

部門番号 部門（年齢は開催日当日を基準とする）スタート

9:45

9:50

8:50

10:20

10:24

種目

2km

ハーフ

5km

3km

一般男子（15歳以上40歳未満／中学生不可）
男子40歳代
男子50歳代
男子60歳代
男子70歳以上
一般女子（15歳以上40歳未満／中学生不可）
女子40歳代
女子50歳以上
一般男子（15歳以上40歳未満／中学生不可）
男子40歳代
一般女子（15歳以上40歳未満／中学生不可）
女子40歳以上
高校女子
中学男子
中学女子
小学男子　4・5・6年生
小学女子　4・5・6年生
親子　親（祖父母も可）と小学1・2・3年生

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

緑と清流に囲まれ、歴史が息づく
和紙のふるさと小川町を走ろう！

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の向上を目的とし、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をさせていただくことがあります。

新型コロナウイルス感染症の感染対策に使用するほか、大会参加者・関係者から感染者 が発生した場

合に、保健所及び医療機関等へ提供します。

※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申込みください。

個人情報の取り扱いについて

自己都合による申込み後の種目変更、キャンセルはできません。
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。
地震、風水害、降雪、事件、事故等による開催縮小、返金の有
無・額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。ただ
し、入金後新型コロナウイルス感染症の影響により中止の判断
をした場合は、返金のかわりに参加賞を郵送いたします。
以下のことを誓約いたします。
⑴私は、心疾患・疾病等がなく、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。疾病、事故、紛失等に対し、自己の
責任において参加します。

⑵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。
⑶私は、大会開催中に疾病が発生した場合、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。なお、新型コロナウイルス感染症が原因
となる場合も含みます。
⑷私は、大会開催中の事故、紛失、疾病等に関し、主催者の責
任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。

⑸大会開催中の事故・疾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。ただし、新型コロナウイル
ス感染症については、発症までの潜伏期間が数日～二週間
前 後と個人差があり、大会で罹患したことの特定ができない
ため、保険対象外となります。

１．

２．

３．

申込規約

https://runnet.jp/

インターネットから下記の 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込みください。
支払方法は、お申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）。 

申込方法

申込開始日 令和4年9月1日（木）

エントリーの際はRUNNETへの会員登録が必要です（無料）。

町外在住で小川町に20,000円以上のふるさと納税をされた方に、小川和紙マラソン大会のハーフマラソン参加権を返
礼品としてお渡ししています。詳しくは小川町ホームページをご覧ください。

ふるさと納税の案内

⑹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。

⑺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、主催者が虚偽申告・代理出走者に対する救護・返金等
一切の責任を負わないことを了承します。

⑻私は自身の氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報にかか
る大会の映像、写真、記事、記録等が新聞・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することを了
承します。

⑼大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者
の規約に則ります。

⑽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を優先します）。
⑾コロナ感染防止策の一環で、次のご協力・ご同意をお願いし
ます。 
・主催者が定めた健康チェック表等で健康状態の確認を
行うこと
・必要な場合は主催者が、保健所・医療機関など第三者
へ情報を提供すること 
・感染者､濃厚接触者､感染疑い者になった場合は、主催
者の対応に応じること 
・主催者が定める感染症対策において、主催者の協力要請に
応じること （マスク持参、レース時マスク保持、検温の実施等）

QRコードを使うと、申込サイト

に簡単にアクセスできます。

宿泊
●民泊古民家かたおか
　０４９３－７４－０７５７

●埼玉県立小川げんきプラザ
　0493－72－2220
　5名様以上の団体に限る。

●国立女性教育会館
　0493－62－6723

●カワラホテル
　0493－81－5514

注意事項

種目・参加料

開催要項 お申込みは先着順（入金完了時）です。定員になり次第、締切りといたします。早めのご入金をお願いいたします。
お申込み後の種目・部門の変更はできません。お申込みの際、部門番号をよく確認してください。
お申込み後の返金は一切いたしません。 ・参加料が変更になっておりますので、ご注意ください。

起伏に富んだコースの国道254バイパスを走ってみませんか？

小川和紙マラソンはランナーの皆さまを歓迎しています

ナンバーカードセットの他、参加賞も事前に送付します！！
10km種目は実施しません。高校生のハーフ・5kmへの参加可。

※詳しくは各宿泊場所へ直接お問い合わせください。

※子ども1人増につき500円追加

でお申込みいただけます。（インターネットエントリー）

※エントリー手数料 ： 支払総額 4,000 円まで
220 円（税込）、4,001円以上 5.5％（税込）

☞ http://www.town.ogawa.saitama.jp/

令和4年12月11日（日）小雨雪決行
埼玉伝統工芸会館
午前8時10分
午前7時30分～12時00分
・健康な方
・小中学生は保護者が認めた方
・制限時間内に完走できる方(ハーフマラソン) 
1部～18部 合計 2,300名　先着順
（ただし、ハーフマラソン（1部～8部）は、1,500名）
ハーフマラソン …2時間30分
⑴ハーフ第1関門13.9km地点（勝呂給水所）を1時間
39分以内で通過できない場合、また、ハーフ第2関門
18.1km地点（増尾給水所）を２時間05分以内で通
過できない場合は、競技を中止していただきます。
チップ・ナンバーカードを取り外し収容車に乗車し
てください。
⑵国道254号バイパス区間（志賀～角山上～金勝山ト
ンネル先）は早期規制解除のため、ハーフマラソンス
タートから50分経過後（10時35分）は最後尾のラン
ナーから順次歩道を走行していただきます。
　※競技役員の指示に従ってください。
お申込みは先着順（入金完了時）です。定員になり次第、
締切りといたします。早めのご入金をお願いいたしま
す。
お申込み後の種目・部門の変更はできません。お申込み
の際、部門番号をよく確認してください。
お申込み後の返金は一切いたしません。

3年振り  小川和紙マラソン復活

完走者には、
大会当日に
記録証を
発行します

1
ドリンクの
無料サービス
豚汁のサービスは
行いません。

4
手荷物置き場
仙元太鼓による応援
ネットタイムを導入

等

5
参加賞は
Tシャツです

（中学生以下・親子除く）

2
小川町駅から
無料送迎バス
運行

3
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開 催 日：
会　　場：
開 会 式：
プログラム配付：
参加資格：

定　　員：

制限時間：
関　　門：

申　　込：

申込期間：

参 加 賞：

表　　彰：

そ の 他：

RUNTES（インターネットエントリー）
令和４年９月１日（木）～９月30日（金）
参加者全員に参加賞（親子の部の親を除いた高校生以上
はTシャツ、親子の部の親及び小中学生はミニタオル）
事前送付します。※申込以降でのTシャツのサイズ変更

）すましたい付送前事（。んせまい行は
各部門とも１位～８位に賞状及び賞品
（各表彰式は1～3位のみ行います。）
⑴参加賞・チップ・ナンバーカードをお申込み住所に送
付しますので、当日は忘れずにお持ちください。チッ
プ・ナンバーカードをお忘れの場合、1,500円にて再
発行します。当日参加されない方は、同封する返信用
封筒にてチップを必ずご返却ください。ご住所に誤り
があると送付できませんので、お申込みいただく際に
はお間違えのないようご注意ください。
⑵参加者は、事前に医師による健康診断を受け、当日の
健康状態を十分考慮した上、各自の責任において参加
してください。
⑶主催者は大会当日のマラソン保険に加入します。
⑷貴重品預かり所および手荷物置き場はありますが、原
則として貴重品や手荷物は各自で管理してください。
盗難については、主催者側は一切の責任を負いません。
⑸駐車場には限りがありますので、なるべく公共交通機
関をご利用ください。
⑹計時はランナーズチップ　　　　   を使用いたしま
す。必ずシューズに装着してください。
⑺ハーフマラソンは1km毎に距離表示をしています。
⑻完走者には、当日記録証を発行いたします。

親子の部は手をつないで一緒にフィニッシュしてください。

参加料

2,000円

6,000円
（高校生は1,500円）

3,500円
（高校生は1,500円）

500円

500円

部門番号 部門（年齢は開催日当日を基準とする）スタート

9:45

9:50

8:50

10:20

10:24

種目

2km

ハーフ

5km

3km

一般男子（15歳以上40歳未満／中学生不可）
男子40歳代
男子50歳代
男子60歳代
男子70歳以上
一般女子（15歳以上40歳未満／中学生不可）
女子40歳代
女子50歳以上
一般男子（15歳以上40歳未満／中学生不可）
男子40歳以上
一般女子（15歳以上40歳未満／中学生・高校生不可）
女子40歳以上
高校女子
中学男子
中学女子
小学男子　4・5・6年生
小学女子　4・5・6年生
親子　親（祖父母も可）と小学1・2・3年生

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

緑と清流に囲まれ、歴史が息づく
和紙のふるさと小川町を走ろう！

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の向上を目的とし、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をさせていただくことがあります。

新型コロナウイルス感染症の感染対策に使用するほか、大会参加者・関係者から感染者 が発生した場

合に、保健所及び医療機関等へ提供します。

※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申込みください。

個人情報の取り扱いについて

自己都合による申込み後の種目変更、キャンセルはできません。
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。
地震、風水害、降雪、事件、事故等による開催縮小、返金の有
無・額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。ただ
し、入金後新型コロナウイルス感染症の影響により中止の判断
をした場合は、返金のかわりに参加賞を郵送いたします。
以下のことを誓約いたします。
⑴私は、心疾患・疾病等がなく、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。疾病、事故、紛失等に対し、自己の
責任において参加します。

⑵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。
⑶私は、大会開催中に疾病が発生した場合、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。なお、新型コロナウイルス感染症が原因
となる場合も含みます。
⑷私は、大会開催中の事故、紛失、疾病等に関し、主催者の責
任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。

⑸大会開催中の事故・疾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。ただし、新型コロナウイル
ス感染症については、発症までの潜伏期間が数日～二週間
前 後と個人差があり、大会で罹患したことの特定ができない
ため、保険対象外となります。

１．

２．

３．

申込規約

https://runnet.jp/

インターネットから下記の 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込みください。
支払方法は、お申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）。 

申込方法

申込開始日 令和4年9月1日（木）

エントリーの際はRUNNETへの会員登録が必要です（無料）。

町外在住で小川町に20,000円以上のふるさと納税をされた方に、小川和紙マラソン大会のハーフマラソン参加権を返
礼品としてお渡ししています。詳しくは小川町ホームページをご覧ください。

ふるさと納税の案内

⑹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。

⑺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、主催者が虚偽申告・代理出走者に対する救護・返金等
一切の責任を負わないことを了承します。

⑻私は自身の氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報にかか
る大会の映像、写真、記事、記録等が新聞・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することを了
承します。

⑼大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者
の規約に則ります。

⑽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を優先します）。
⑾コロナ感染防止策の一環で、次のご協力・ご同意をお願いし
ます。 
・主催者が定めた健康チェック表等で健康状態の確認を
行うこと
・必要な場合は主催者が、保健所・医療機関など第三者
へ情報を提供すること 
・感染者､濃厚接触者､感染疑い者になった場合は、主催
者の対応に応じること 
・主催者が定める感染症対策において、主催者の協力要請に
応じること （マスク持参、レース時マスク保持、検温の実施等）

QRコードを使うと、申込サイト

に簡単にアクセスできます。

宿泊
●民泊古民家かたおか
　０４９３－７４－０７５７

●埼玉県立小川げんきプラザ
　0493－72－2220
　5名様以上の団体に限る。

●国立女性教育会館
　0493－62－6723

●カワラホテル
　0493－81－5514

注意事項

種目・参加料

開催要項 お申込みは先着順（入金完了時）です。定員になり次第、締切りといたします。早めのご入金をお願いいたします。
お申込み後の種目・部門の変更はできません。お申込みの際、部門番号をよく確認してください。
お申込み後の返金は一切いたしません。 ・参加料が変更になっておりますので、ご注意ください。

起伏に富んだコースの国道254バイパスを走ってみませんか？

小川和紙マラソンはランナーの皆さまを歓迎しています

ナンバーカードセットの他、参加賞も事前に送付します！！
10km種目は実施しません。高校生のハーフ・5kmへの参加可。

※詳しくは各宿泊場所へ直接お問い合わせください。

※子ども1人増につき500円追加

でお申込みいただけます。（インターネットエントリー）

※エントリー手数料 ： 支払総額 4,000 円まで
220 円（税込）、4,001円以上 5.5％（税込）

☞ http://www.town.ogawa.saitama.jp/

令和4年12月11日（日）小雨雪決行
埼玉伝統工芸会館
午前8時10分
午前7時30分～12時00分
・健康な方
・小中学生は保護者が認めた方
・制限時間内に完走できる方(ハーフマラソン) 
1部～18部 合計 2,300名　先着順
（ただし、ハーフマラソン（1部～8部）は、1,500名）
ハーフマラソン …2時間30分
⑴ハーフ第1関門13.9km地点（勝呂給水所）を1時間
39分以内で通過できない場合、また、ハーフ第2関門
18.1km地点（増尾給水所）を２時間05分以内で通
過できない場合は、競技を中止していただきます。
チップ・ナンバーカードを取り外し収容車に乗車し
てください。
⑵国道254号バイパス区間（志賀～角山上～金勝山ト
ンネル先）は早期規制解除のため、ハーフマラソンス
タートから50分経過後（10時35分）は最後尾のラン
ナーから順次歩道を走行していただきます。
　※競技役員の指示に従ってください。
お申込みは先着順（入金完了時）です。定員になり次第、
締切りといたします。早めのご入金をお願いいたしま
す。
お申込み後の種目・部門の変更はできません。お申込み
の際、種目番号をよく確認してください。
お申込み後の返金は一切いたしません。

3年振り  小川和紙マラソン復活

完走者には、
大会当日に
記録証を
発行します

1
ドリンクの
無料サービス
豚汁のサービスは
行いません。

4
手荷物置き場
仙元太鼓による応援
ネットタイムを導入

等

5
参加賞は
Tシャツです

（中学生以下・親子除く）

2
小川町駅から
無料送迎バス
運行

3
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