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第3回日本 | Dハーフマラソン選手権大会

エントリーありがとうございます。大会のメイン会場は、明治神宮野球場 (以下「ネ申宮球場」)です。

当日までにコンデイションを整え、万全の体調で参加いただきますようお願い申し上げます。

また、当日は大会用駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関でのご来場をお願いいたします。

議靡蛯鰺躙瘍⑬珈炒

(1)ご案内(「参加のご案内」(本紙)・「会場のご案内」)

(2)ナンバーカードセット(ナンバ…カード2枚※1+安全ビン8個+lCタグ1個、伴走用ナンバーカ…ド※2)

(3)lCタ グ返却用封筒※3
※1ファミリーラン・ひよこについては、保護者 1枚・子ども1枚となります。

Cタグ(ナンバーカード前面左下の四角いもの)は、ハーフマラソン・1 0km.3km.2km・ ファミリーラン・フアンランのみ貼付しています。

貼付している:Cタ グは、フイニッシュまで絶対にはがさないでください。

※2伴走をご希望の方のみ。

※3ハーフマラソン・1 0km・ 3km・ 2km・ ファミリーラン・ファンランにご出場の方に送付しています。当日ご来場いただけない

場合、必ず、こちらの封筒でICタグをご返却ください。(切手の貼付は不要です。)

(1)大会前日。当日の参加者受付はありません。

(2)ナンバーカードセットは必ずお持ちください。

忘れた場合は、7番出入日外の「ナンバーカード再発行所」にて再発行を受けてください(有料¬,000円 )。 その際、写真付きの身分証明書(運転

免許証など)にてご本人確認をさせていただきます また、ICタグを紛失・減失・き損した場合は、別途補償料 (2,000円 )が必要となりま魂
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開会式

ハーフマラソンスタート

スペシャルランスタート

1 0kmスタニト

ハーフマラソン表彰式

ひよこスタート

2kmスタート

1 0km表彰式 (13:40)

ファミリーランスタート

ファンランスタート

3kmスタート

3km・ 2km表彰式

閉会

(1)神宮球場グラウンド内

①水以外の飲食は禁止で丸

(スポーツドリンクはグラウンド外でお飲みください。)

② ヒールのある靴・スパイクなどの芝生を傷める

靴を履いての入場は禁止で丸

③ 車椅子の利用は可能ですが、ベビーカーでの

入場はできません。國學院高校内のベビー

カニ置き場に置いてください。

(2)神宮球場グラウンド内と國學院高校校庭内で

は、キヤリーバッグを転がbrO利用は禁止でt
(持ち運びやすいバッグ等でご来場ください。)

(3)全ての会場で 喫煙は禁止で魂

(4)全ての会場で ペットの同伴は禁止で現

(5)応援の方も含め、全ての会場・コマスで ドロ~
ン・自撮り棒の使用は禁止で魂



○荷物置き場は設けますが、貴重品などは各自で管理してください。

○着替えは、種目ごとに設置された更衣室をご利用ください。

○ナンバーカードを装着してください。※必ず実行委員会指定のものを装着してください。

O競技に参加しない方は、事前にお送りしたICタグを7番 出入口近く特別賞引換所 (グラウンド外)へ返

却してください。ICタグと引換えに参加賞をお渡ししま九

○開会式は、8:00からハーフマラソンスタート地点で行いま九

2kmは 、部門ごとに高学年順で整列してください。

1～ 3年生の部 :3年生⇒2年生⇒1年生の順に整列

4～ 6年生の部 :6年生⇒5年生⇒4年生の順に整列

03klll・ ファミリーラン・ファンラン・ひよこ・スペシャルランは、スタッフの指示に従って整列してください。

○ハーフマラソン・10kmは、3分前から通告を始めま丸

「位置について」の通告後、絶対に列を崩して前に出ないでください。

○フィニッシュ地点およびコース上の計測地点にはセンサーマットが敷設してあります。必ずセンサーマッ

トの上を通ってください。

Oフ ァミリーラン・ひよこについては、必ず手をつないでフィニッシュしてくださいc

(走行中は離れても大丈夫で丸 )

OICタグを返却してから、参加賞お渡し所にてナンバーカードを提示のうえ、参加賞をお受け取りください。

大会プログラムはフィニッシュ後に参加賞とともに配付しま九

○各集合時間までにお集まりください。招集時間に遅れた場合、競技への参加はできません。

ハーフマラソン 7:40～ 8:10 神宮外苑室内球技場付近 8:30

スペシャルラン 10:30～ 10:50 神宮球場グラウンド内 11:05 ※神宮球場内スター ト

1 0km 10120～ 10:50 神宮外苑室内球技場付近 11:10

ひよこ 12i00～ 12:15 神宮球場グラウンド内 1230 ※神宮球場内スター ト

2km 12:55～ 1315 神宮外苑室内球技場付近
小学生 1～ 3年 13125

小学生4～ 6年 13:35

ファミリーラン 13:15～ 13:35 神宮外苑室内球技場付近 13:45

ファンラン 13:15～ 13:35 神宮外苑室内球技場付近 13:55

3km 14:00～ 14:20 神宮外苑室内球技場付近 中学生14:30 -般 14140

○ハーフマラソン。10kmは 、ナンバーカードの頭文字 (A⇒ B⇒ C…)に より整列してください。

○ひよこ・スペシャルランは、フイニッシュ後に完走証(記録なし)をお渡しします。

○ハーフマラソン・10m・ 3km・ 2km。 ファミリーラン・ファンランは、フイニッシュ後、所定の記録証発行所

にて記録証を発行しま丸 (大会当日、スタッフが誘導いたします⊃

○ハーフマラソン。10km(ハ ーフマラソンは12:00頃、1 0kmは13:00頃 に、表彰対象者を発表予定)

男子総合・女子総合・ID男子・ID女子の1～ 8位・ハーフ60歳台男女各1位の方については大会当日表

彰を行いま丸 各年代別1～ 8位については、後日表彰状を送付します(陸連。一般の区別はありません)。

03km・ 21ull(15:00頃 に表彰対象者を発表予定)

各部門1～ 8位の方は、大会当日表彰を行いま丸

○ファミリーラン・ファンラン・スペシャルラン・ひよこ

表彰はありません。

○表彰はグロスタイム (号砲からのタイム)で行いま丸

○閉会後は、速やかに会場よりご退場ください。

参加の流れ

1種目| 麗離 議 鰭 薗 ■機轟 講|‐ な ■1螂||



鋼 ..含場年三!看焦.…………………………….:・ …………………………………………………………………………

更衣室等の利用について

(1)更衣室。荷物置き場は種目によって異なります(ハーフマラソン:神宮球場グラウンド、その他 :國學院高校)。 あらか

じめご確認のうえでお越しください。神宮球場グラウンドは7時から、図學院高校は9時からご利用いただくことがで

きま魂

(2)着替えは更衣室にてお願いしま丸 更衣室の混雑緩和のため、できるだけ更衣を済ませてからのご来場にご協力ください。

荷物置き場の利用について

(1)手荷物は荷物置き場に置くことができま丸 荷物置き場にて、荷物をまとめる袋 (70′ ビニール袋)をお下人につき

1枚お渡ししま丸 (スペースの関係上、これを超える手荷物は置くことができません。ご了承ください。)

(2)貴重品は荷物置き場に置か哄 各自で管理してください。

8)荷物置き場は、ランナーとその保護者の方以外は立ち入り禁止で丸

熙 ..不夕.T卜煎.…………………………………………………………………………………………………………・

(1)安全確保のため、前後の間隔を十分に保って整列してください。

口)招集場所は、一般公道を使用しま
‐
九 (ひよこ・スペシャルランを除く。)

13)3km・ 21ullは 、部門ごとにスタート時間が異なります。お間違えのないよう整列してください。

14)コ ースには、伴走者を除き、ランナー以外の方は入れません。ランナーの保護者であっても同様で丸 コース脇の

歩道またはスタンドでご観覧ください。

齊函..7`手ツ.ン

=後
.………………………………………………………………………………………………………

11,フ ィニッシュ後、係員がICタグを回収しま丸 指示に従って必ずご返却ください。(紛失・滅失・き損された場合、

実費2,000円 をご請求いたしま丸 ご注意ください。)

121ナ ンバーカードを提示のうえ、フィニッシュドリンク・参加賞・大会プログラムを受け取ってください (グラウンド内で

|ま、水以外の飲食は禁止で丸 ご注意ください。)。

(3)荷物置き場でナンバーカードを提示のうえ、ご自身の荷物を受け取ってください。

14)着替えは更衣室にてお願いしま丸 多くの方が利用しますのQ速 やかな交替にご協力ください。

G)記録証の発行は、所定の場所と時間でのみ行いま丸 再発行はできかねますのでご注意ください。

“

)安全ピンは場内の安全、整備の為、お持ち帰りください。荷物置き場利用の場合はビニール袋の持ち帰りもお願

いしています。

諷 ..市1曝 l青即o事0収容関門.…………………………………………………………………………………………
ハーフマラソン。10km・ 3k皿・2kmに は、制限時間および収容関門を設けます (男U紙「会場のご案内」のコースマップ

をご参照ください。)。 収容関門を制限時間内に通過できない場合、棄権となり競技の続行はできません。(収容関

門手前であっても、制限時間で棄権となり、収容関門まで走ることはできません。)

獨 ..棄権i本格.…………………………………………………………………………………………………………̈

(1)途中棄権・失格の場合は、速やかに歩道に上がり、競技役員または運営スタッフによるナンバーカードの確認を

受けてください。※競技役員または運営スタッフがICタグを回収しま丸

① 確認を受けた後は、ナンバーカードを外し、会場まで収容バス・徒歩。公共交通機関等でお戻りください。

ナンバーカードは荷物・参加賞の受け取りに必要で丸 破棄しないようお願い致しま丸

② 7番出口近くの特別賞引換所 (グラウンド外)にてナンバーカードを提示し、参加賞。大会プログラムを受け取ってく

ださい。荷物の引き取りはナンバーカード提示の上、1塁側入口からグラウンド内に入ってください。

9)当 日会場に来場せず棄権する場合は、同封の返信用封筒にてICタグを返却してください。参加賞をご希望の方

には、着払いで郵送しますのQ大会実行委員会事務局まで連絡してください。

侶)会場に来場後、出走せずに棄権する場合は、7番出入口近くの特別賞引換所 (グラウンド外)にてナンバーカード

を提示してください。ICタグと引換えに参加賞と大会プログラムをお渡ししま丸



M.盗調おょびク烈子■
`.…

………………
(1)参加者は十分なトンーニングを行い、持病や傷病など

がある方は、事前に健康診断や医師の診断を受ける

など、万全の体調管理をしてください。ナンバーカード

等と合わせて送付した健康チェックシートもご活用く

ださい。(大会ホームページでも公開しておりま九 )

9)当日体調がすぐれない場合は、決して無翠をせ弐

参加を取りやめてください。

③ 大会開催中にけがや事故が発生した場合は、レニ

スの中止を指示し、本人の同意なく応急手当や緊

急車両による搬送を行う場合がありま丸

(4)競技中の事故については応急処置のみ行いま丸

それ以上の責任は負いません。なお、大会参加中
の死亡・傷害事故について、見舞金が支給される

場合がありま丸

M.庫行キ9注事。………………………̈………………
ハーフマラソン0 101onは、2018年日本陸上競技連盟

競技規則に準じて実施しま丸

大会中は、競技役員・運営スタッフ0警察・警備員など

の指示に従い、以下の事項を遵守してご走行ください。

(1)参加者の走行は、車道のコ‐ンなどで区切られた

区間内のみとしま九

9)コ ース外にはみ出しての追越しは大変危険で硯

絶対にしないでください。失格の対象となりま硯

(3)コ…ス内であつても、緊急車両の通行が全てに優先し

ま硯 また、交差点によつては、歩行者や車両の横断の

ため、徐行又はストツプをお願いする場合がありま硯

(4)競技中、競技役員が走行不可能と判断した場合や、

著しく大会運営に支障を来すと判断した場合は、そ

の時点で競技を棄権・中止していただきま丸

歩行者通行中
ランナーの方は

止まつてください

コ=ス上に上記横断幕を表示している箇所があります。

競技役員・看板などの指示に従つてください。

従わない場合は失格となります。

G)各競技の周回数の確認は、各自で行ってください。

周回数が不足してのフィニッシュは失格となりま丸

(6)最後尾には「後走Jの表示をしたランナーがいま丸 隆

走Jよ りも後ろを走っているランナーは失格となりま丸

(つ トイレは、各会場のほか、ハーフマラソンコース沿

いのコンビニエンスストア様などにご協力をお願い

しています。

18)コ ースから離脱すると棄権となる場合があります。

やむを得ない事情でコースを離れる場合は、必ず

競技役員に確認の上コースを離れてください。

(9)救護所および給水所は、コースマップでご確認ください。

00F巨離表示について、ハーフマラソンはlkmご と、10km

は周回ごとに「1周 目Okm・ 2周 目Oltlll」 と表示する

予定で丸

はD周回でコースが重複する地点については、追い越し

のランナーが右側を走行するものとします。

頸 .。その暉ヵ:.…………………………………………・
(1)仮装については、公序良俗に反するもの、政治・

宗教その他の主張や広告 。宣伝などを目的とした

もの、他のランナーの走行を妨げたり、危険を及

ぼすおそれのあるもの、他のランナーや応援の方

に不快感を与えるおそれのあるものなどは認めら

れません。

9)代理参加はできません。代理参加が発覚した場

合は、出走を取しガ肖し失格としま茂 また、代理出

走者は傷害保険の適用外で魂

8)地震。風水害・降雪などの天候異変のほか、やむを

得ない事情で主催者が大会を中止した場合、参加

料の返金はありません。※参加賞は後日郵送しま丸

(4)貴重品は各自で管理してください。荷物の盗難・紛

失などは、主催者では責任を負いかねま丸

(D大会当日の落とし物や忘れ物は、大会実行委員会

事務局でお預かりしま丸 2018年 4月 30日 までに連

絡・引取りなどがないもの (貴重品以外)は、処分

させていただきます。

個人情報・肖像権について

(1)大会実行委員会及び事務局は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報を取り扱いま魂

口)ご登録いただいた個人情報は、本大会の運営のほか、大会プログラムヘの掲載、大会ホームベージおよび記録・計双l業者のホームベージにおける結果の掲

載、東京マラソン2019への推薦、大会協賛・協力・関連団体からの本大会に係るサービス提供の目的で利用するものとし、それ以外の利用はいたしません。

に,登録内容の確認。大会記録の確認など、運営上必要な行為にともない、個人情報を確認させていただく場合がありま丸

新宿シテイハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会事務局

〒169-0072 東京都新宿区大久保3-1-2 新宿コズミックスポーツセンター内

丁e1 03… 3232‐ 7701  http://www.shiniukuCity¨halfmarathon.ip
※大会当日、ご案内の内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

大会諸注意

(大会終了
■アンケートにご協力ください

今回大会への皆様のお声をお間かせください。
後、ホームページにて実施いたします)


