
第14回東京・赤羽 ハーフマラソン大会
「第14回東京・赤羽ハーフマラソン大会」にお申し込みいただき、ありがとうございます。

参加のしおりをお送りしますので、よくお読みいただいた上でご参加ください。

★ご注意ください★
（１）今回、お送りしたナンバーカード、記録計測タグ（ランナーズチップ）は大会当日、くれぐれもお忘れなきようお願いします。
（２）記録計測タグを、出走キャンセルして返却いただかない場合、または紛失された場合は、実費をいただきます。
（３）当日参加されない場合は、同封の計測チップ返却用封筒にてご返却ください。 　返却期限：2023年1月末日必着。

■この参加案内に
　同封されているもの

①参加案内（本状）②セット(袋)：アスリートビブス<ナンバーカード>、記録計測用タグ
<ランナーズチップ>、タグ(チップ)返却用封筒、タグ説明台紙、安全ピン、荷札、ビニタイ

■ 開催日　2023年1月15日（日）＜雨天決行＞

■ タイムスケジュール
 8:00　開場
9:15　5km　スタート
9:20　10km スタート
9:35　3km　スタート
9:38　2km　スタート
9:41　親子ラン スタート
11:00 ハーフ[A組]スタート
11:05 ハーフ[B組]スタート
11:15 ハーフ[C組]スタート 

表彰式:各種目ごとに随時アナウンスします。
(状況によっては、表彰は行わない場合もご
ざいます。)

■ 表彰
  各部門1～3位にメダル・賞状・賞品、また4～6位に賞状・賞品
  団体戦1～6位に賞状・賞品、ブービー賞(後日)

■ 種目・部門・申込人数

■ 受付、計測チップ
・当日の受付は必要ありません。
・今回送付したアスリートビブス、ランナーズチップを忘れずに大会当日持参し、
　正しく装着してスタートに集合してください。
・未着、紛失、忘れの場合は、インフォメーションセンターまでお越しください。
　※本人確認のため運転免許証や保険証等の身分証明証を必ずご用意ください。
　(時間：8：00～各種目スタート1時間前)＊紛失、忘れの場合は再発行手数料2,000円を頂戴します。
・種目や組の変更は一切受け付けません。
・ランナーズチップは、フィニッシュ後に返却することで参加賞と交換になり
　ます。<チップ回収 兼 参加賞配布所>
・予め参加されない場合、同封のタグ(チップ)返却用封筒にて送付するか、
　大会会場の「チップ回収 兼 参加賞配布所」でご返却下さい。
　（参加賞と引き換えになります。）
・ランナーズチップを未返却・紛失の場合、実費をいただきます。
・スタート10分後までに出走できない場合は失格となります。お手数ですが、速や
　かにチップをご返却いただくようご協力お願い申し上げます。
・途中棄権、または関門制限や制限時間内に完走できない場合、フィニッシ
　ュゲートを絶対に通過しないでください。
　その後15時15分までに「チップ回収 兼 参加賞配布所」にて､チップを返却
　し参加賞を受取ってください。

■ 荷物預かり
・荷物預かリ所があります。アスリートビブス等のセットから荷札を取出し、
　同封のビニタイを使用して荷物に荷札を取り付けてください。
　＊預かり所で45ℓのビニール袋を配布しています。
・荷物の受け取りは、アスリートビブスを係員に見せてください。
・コインロッカーはございません。貴重品は各自で管理してください。

■ 記録、完走証

　

・記録の速報は、スマートフォン・PCから下記へアクセスすることでナンバ
　ー･名前から検索できるようになります。
・記録証はランフォト（ダウンロード型写真つき記録証）を採用しています。
　当日発行･後日郵送はありません。大会数日後､下記から閲覧できますので、
　PC等からダウンロードしてください。
　第14回東京･赤羽ハーフマラソン    で検索してください。→ http://runnet.jp/record/
・フィニッシュ地点､折返し地点では、計測マットにて通過チェックを行って
　おります。通過が確認できなかった場合､｢記録なし｣となりますので、予め
　ご了承ください。

日本陸連公認記録証の発行には別途申請・料金（200円）が必要です。大会
当日、本部に受付窓口を設置します。

規則は今年度日本陸上競技連盟道路競走規則に準じます。
記録はランナーズチップを使用した自動計測とします。
公式記録は出発合図からの時間で順位は着順とします。
審判員が競技続行不可能と判断した場合は、その競技者に競技中止の勧告をします。
走者は役員の指示に従い走路を開けてください。
ハーフマラソンは16.6km 関門制限：2時間20分以内 <最終組スタート時間を基準とし、
制限時刻にて関門打切る。> 5kmは35分以内・10km の部制限時間は70分以内。
レース走行中、交通状況により走者を停止させ、車両等を横断させる場合があります
ので、係員の指示に従ってください。
走者は原則として道路の左側を走ります。

・参加者は各自で大会前の健康チェックを行ってください(日々の検温や咳・鼻水など)。大会当日は体調不良や体温が37.5℃以上ある場合、ウィルス感染などの疑いがある場合は
　大会参加を控えてください（付添者も同様）。 ※参加者は健康保険証を持参してください。
・天候、その他の理由により開催中止や競技中止・競技時間の変更をすることがあります。
・会場付近には駐車場・駐輪場はございませんので、交通手段は必ず公共交通機関をご利用ください。
・会場内には消毒用アルコールを数箇所設置していますので、必要に応じてご使用ください。
・レース中のマスク着用の必要はありません。
・ゴミは各自お持ち帰りください。

■ 日本陸連公認記録証

■ 大会規定

■ その他  

〔制限時間〕
５km …３５分以内
10km…１時間１０分以内
ハーフ…３時間以内
（１6.6km関門２時間20分以内）
※C組基準13時35分で関門打ち切り

1　　 ハーフ　男子陸連登録  　　　　　　　　 　414人
2　　 ハーフ　男子大学生　　　　　　　 　　　  134人
3　　 ハーフ　男子１８～２９歳以下　  　　　　   99人
4　　 ハーフ　男子３０歳代　　　　　  　　　 　264人
5　　 ハーフ　男子４０歳代　　　　　　　　　   495人
6　　 ハーフ　男子５０歳代　　　　　　　　　   544人
7　　 ハーフ　男子６０歳代　　　　　　　　　   239人
8　　 ハーフ　男子７０歳以上　　　　　　　　 　 60人
9　　 ハーフ　女子陸連登録　　　　　　　　　 　 66人
10　  ハーフ　女子１８～２９歳以下　　　　　     24人
11　  ハーフ　女子３０歳代　　　　　　　　　     42人
12　  ハーフ　女子４０歳代　　　　　　　　  　 102人
13　  ハーフ　女子５０歳代　　　　　　　　　   120人
14　  ハーフ　女子６０歳以上　　　　　　　　     61人
15　  １０km　男子１８～３９歳以下　　　　     154人
16　  １０km　男子４０歳代　　　　　　  　　　  69人
17　  １０km　男子５０歳代　　　　　　　   　 　88人
18　  １０km　男子６０歳代　　　　　　　　　    40人
19　  １０km　男子７０歳以上　　　　　　　　    15人
20　  １０km　女子１８～３９歳以下　　　　　　   7人
21　  １０km　女子４０歳代　　　　　　　　　　 30人
22　  １０km　女子５０歳代　　　　　　　　　　 27人
23　  １０km　女子６０歳以上　　　　　　　　　 10人
24　  １０km　高校男子　　　　　　  　　　　　129人
25　  １０km　高校女子　　　　　　　　　　　　　9人
26　  ５km　　女子大学生　　　　　　　　　　　 25人
27　  ５km　　高校男子　　　　　　　　　　　　 31人
28　  ３km　　男子１８～３９歳以下　　　　　 　29人
29　  ３km　　男子４０歳以上　　　　　 　　　　30人
30　  ３km　　女子１８～３９歳以下 　　　　　　18人
31　  ３km　　女子４０歳以上　　　　　　　　　 15人
32　  ３km　　高校女子　　　　　　　　 　　　　16人
33　  ３km　　中学男子　　　　　　　　　　　　 36人
34　  ３km　　中学女子　　　　　　　　　　　　   7人
35　  ２km　　小学男子５～６年生　　　 　　　　16人
36　  ２km　　小学女子５～６年生　　　　　　　   4人
37　  ２km　　小学男女４年生以下　　　　　　　 22人
38　  ２km　　親子ラン：親＆小学1～4年のペア　　 34組



●JR埼京線・京浜東北線・宇都宮線・高崎線等「赤羽駅」より徒歩約15分
●東京メトロ南北線｢赤羽岩淵駅｣ 3番出口より徒歩約7分
※大会当日、会場付近には駐車場がありませんので、必ず電車・バスなどの
　公共交通機関をご利用の上、お越しください。
※R122の川口方面に向かって右側歩道から橋の右横階段を降り､橋の下を上
　流に向かうと会場へ到着します。

●コース予定図（※一部、堤防工事のため走路の狭い箇所や、諸事情により一部変更となる場合もございます。）

■レース中、笹目橋付近より河川敷に入ってくる車が渋滞した際には、一時的にランナーを
　止める場合がございます。その際には担当役員、警備員の指示に従っていただくようお願
　いいたします。
　

■ 行政からの要請や荒天等により大会の開催を中止する場合、大会当日午前5時下記大
　会HPのトップペ　ージ新着情報にて発表します。　→ http://akabane-marathon.jp/
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●大会に関するお問合せ ＜祝祭日・年末年始をの除く、月･水･金 11:00～16:00＞
　東京･赤羽ハーフマラソン大会事務局　TEL:050-3696-8460　＊大会終了後1か月前後で閉鎖。
※実行委員はボランティアで運営されており、随時対応ができない場合もございます。対応が遅くなること
　や電話応対出来ない場合もございますが、なにとぞご容赦下さいますようお願いいたします。


