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大会ホームページ

エントリー募集期間
エントリー募集期間

期間内であっても入金先着順で定員になり
次第締め切ります。

12/1（水）～12/15（水）
午前０時～午後11時59分

詳細は大会HPへ

・10ｋｍの部
・3kmの部
・親子ペアの部

ハーフマラソン
ファンラン

申込方法 
インターネット（スポーツエントリー）
電話・FAX

15歳以上（中学生除く）の方は新型コロナワクチン2回接種
の証明または抗原検査の陰性証明をご提出いただきます



個人情報の取り扱いについて申込規約

申告タイム別のウェーブスタート（時差
スタート）を実施します。ウェーブの割り
当ては、申告タイムをもとに主催者が行
います。陸連登録の方は9：25スタート
となります。公認記録をご希望の方は、
エントリー時に必ず陸連登録番号を記
入してください。記載がない場合は公認
記録となりませんのでご注意ください。
申告タイム未記入の場合は、最終ウェー
ブからのスタートとします。
※安全な大会運営に支障をきたします

ので、虚偽の申告は絶対にしないでく
ださい。

ハーフ(立川市民男子・女子)各総合1位
ハーフ(全体)総合1位
上記の3名をフルマラソンの部に、招待選手として派遣します。
ただし、2017～2019年に派遣された方は除きます。

オリジナルスポーツタオル(大判)

マフラータオル

3km(小中学生)・親子ペア

ハーフマラソン・
10km・3km 一般

各学年100組（200人）
計300組（600人）

大会について

⑴ エントリーは入金先着順とし、定員に達した時点で締め切りとなります。
 なお、参加料など入金不足の場合、エントリーとは認められません。
⑵ 申し込み受付後の参加料は返金いたしません。過剰入金、重複入金の超過分、期間外の入金及びエントリーでの誤入力

等による入金については返金いたしません。ただし、先着順につき、定員を超えた後に参加料の入金があった場合は、所
定の手数料を差し引いた金額を返金します。

⑶ 地震・風水害・降雪・荒天・事件・事故・疾病等による中止の場合、参加料の返金は行いません。
⑷ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による中止の場合の参加料の取り扱いは、感染症予防対策に関する規約に定める

とおりです。
⑸ 申し込みに関する手数料は各自でご負担ください。
⑹ 大会への出場はエントリーした本人に限ります。代理出走は認めません。
⑺ 参加種目は１種目のみとし、自己の都合によるエントリー後の申込内容の変更、キャンセルはできません。
⑻ 健康管理とケガに留意し、十分にトレーニングをした上で大会に参加してください。
⑼ 大会開催中の事故、疾病（新型コロナウイルス感染症含む）、紛失、盗難、公共交通機関の及び道路事情等による遅刻に

ついて主催者は一切の責任を負いません。
⑽ 参加者には競技中の事故、疾病等による身体の故障が起こった場合は医師等による応急処置を受けることに同意していた

だきます。その方法、経過等について、主催者は責任を負いません。
 なお、その後の治療費等は自己負担とし、主催者へ損害賠償等の請求をすることはできません。
⑾ 大会開催中の事故・傷病について、大会が加入した保険の範囲内で見舞金が支給される場合があります。
⑿ 18歳未満の方は、保護者の同意を得た上で参加申し込みをしてください。
⒀ 一般競技者として適した服装で参加してください。試走時を含めてマナーを守り、大会役員や施設管理スタッフの指示に

は必ず従ってください。また他の競技参加者、国営昭和記念公園来園者等の一般の方へ迷惑が掛からないよう注意してく
ださい。

⒁ 大会出場中の映像・写真・記事・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します。
⒂ 大会記録として氏名、所属、タイムを大会ホームページ等で公表します。
⒃ 所属について、広告・宣伝を目的とした名称や公序良俗に反する名称などで主催者が適切でないと判断したものは削除し

ます。なお、15文字を超える名称を記入した場合は、短縮又は省略します。
⒄ 伴走者が必要な場合は、エントリー時に理由を記載して届出をしてください。
⒅ 参加者の個人情報の取り扱いは別掲の主催者の規約に則ります。
⒆ 上記の申込規約のほかに主催者が定める競技規則に則り、大会開催中は主催者の運営上の指示に従ってください。

　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、氏名、年齢、
性別、記録、肖像等の個人情報を取り扱います。
1. 大会の映像・写真・記事・申込者の個人情報等

は、大会参加者へのサービス向上を目的とし、
参加案内、記録作成・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、記録発表並びに大会報
道に必要な範囲で利用いたします。

2. 主催者は、大会申込者から事前の同意を得な
い限り、大会運営目的以外に個人情報を第三者
に提供いたしません。

3. 委託事業者に個人情報を預託（委託）いたしま
すが、委託事業者に対し個人情報の漏洩や再
提供等がないよう、契約により義務付け、適切
な管理を実施いたします。また、主催者もしく
は委託先からの申し込み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。

4. 主催者が認めるものについて、写真等の委託販
売を行うことがあります。

5. 新型コロナウイス感染症の予防対策のため、競
技運営目的以外に、健康状態等に関する情報
を確認いたします。この情報は、厳正なる管理
のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の
判断および必要なご連絡のためにのみ利用し
ます。大会会場にて感染症患者またはその疑い
のある方が発見された場合に必要な範囲で保
健所に提出する場合があります。

2023
ハーフマラソンからもRUN as ONE - Tokyo Marathon 2023へ3名抽選
で推薦いたします。

（一般）

3kmの部

12時55分
13時05分
13時15分
13時25分
11時50分
11時55分
12時00分

9時00分

9時25分

男子
女子

親子ペアの部
（約1.3km）

10kmの部 500名

各区分150名
（1,800名）

男女各総合1～6位
各区分　1～6位

申込み時に障がいの内容を記載の上、届出をしてください。
伴走について

フ
ァ
ン
ラ
ン

(1)国籍を問わずアマチュアであり、健
康な方

(2)ハーフマラソン・10kmの部は、
2022年3月13日現在15歳以上（中学
生を除く）の男女で、完走できる方

(3)3kmの部は、2022年3月13日現在
小学3年生以上の男女

(4)親子ペアの部は、2022年3月13日
現在小学1～3年生と保護者   
※2021年度日本陸上競技連盟登録

者は、所属及び番号を申し込み
の際に記入すること。

※すべてのカテゴリーの表彰式は、当日行いません。後日表彰状及びメダルを郵送いたします

男子小学4年生
男子小学3年生
女子小学4年生
女子小学3年生

（後日郵送）

申込方法

エントリーは入金先着順。定員
に達した時点で締め切ります。
下の申込規約に必ず同意の上、
お申し込みください。
※記入漏れがある場合は受付で
きませんのでご注意ください｡

インターネット

申込手数料
（エントリー・事務手数料）

ハーフ
マラソン

1０kmの部

3kmの部

親子ペアの部

電話 FAX

参加料等
お支払い方法

クレジットカード、コンビニ、ＡＴＭから、申込時にお選びいただけます。
入金の締め切り日は、申込時にご確認ください。

スポーツエントリー
要会員登録（無料）

TEL
0570-039-846
受付時間：10:00～17:30
                （土日除く）

FAX
0120-37-8434
FAX専用申込書で申込み。
エントリーページよりダウ
ンロード

330円
ペア 407円

4,000円
3,000円

3,500円
3,000円

3,000円
1,000円

無料

2,000円

無料

無料エントリーも、
申込手数料は

必要です
410円 410円

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ 　　　　　　　　─ 

    

一般
学生
(学割・参加賞なし）※1
一般
学生
(学割・参加賞なし）※1
一般

小中学生 参加賞あり

参加賞あり

【立川市民限定】
無料枠
記念品のみ※2

【立川市民限定】
小中学生無料枠
記念品のみ※2

本大会は、2021年日本陸上競技連盟規則及び本大会要項により実施し
ます。

(1)警察官、競技役員等の指示を受けた場合は、その指示に従ってくだ
　  さい。
(2)レース中、緊急車両の通過や交通状況等により走者を停止させ、車
　  両等の走行を優先させる措置をとります。なお、この措置による記
　  録の修正等はいたしません。

注意事項

タイム計測はナンバーカード(事前郵送）に取り付けられた計測タグに
て行います。グロスタイム（スタート号砲からのタイム）で計測し、
順位を判定します。    

記録計測

関門（ハーフマラソン）
ハーフマラソンは、交通、警備、競技運営上、3か所の関門を設け各関
門に閉鎖時間を設定します。

関門

第１関門

第２関門

第３関門

場所
陸上自衛隊立川駐屯地

滑走路内

国営昭和記念公園砂川口付近
国営昭和記念公園内

ふれあい橋付近

距離

5.5ｋｍ付近

11ｋｍ付近

16ｋｍ付近

閉鎖時刻

10:08

10:46

11:25

時間

43分

81分

120分

競技はスタートして165分（12：10）をもって終了します。

フ
ァ
ン
ラ
ン

※1　学生枠(参加賞なし)については、申込時に必ず学校名を記載してください。ただし、高校生・大学生の方も、一般(参加賞あり)にお申
込いただけます。学生ハーフマラソン選手権とは異なります。重複して申し込むことはできません。

※2　立川市民限定の無料枠で参加された方には、記念品のみとなります。参加賞をご希望の方は有料枠でお申し込みください。

参加料



個人情報の取り扱いについて申込規約

申告タイム別のウェーブスタート（時差
スタート）を実施します。ウェーブの割り
当ては、申告タイムをもとに主催者が行
います。陸連登録の方は9：25スタート
となります。公認記録をご希望の方は、
エントリー時に必ず陸連登録番号を記
入してください。記載がない場合は公認
記録となりませんのでご注意ください。
申告タイム未記入の場合は、最終ウェー
ブからのスタートとします。
※安全な大会運営に支障をきたします

ので、虚偽の申告は絶対にしないでく
ださい。

ハーフ(立川市民男子・女子)各総合1位
ハーフ(全体)総合1位
上記の3名をフルマラソンの部に、招待選手として派遣します。
ただし、2017～2019年に派遣された方は除きます。

オリジナルスポーツタオル(大判)

マフラータオル

3km(小中学生)・親子ペア

ハーフマラソン・
10km・3km 一般

各学年100組（200人）
計300組（600人）

大会について

⑴ エントリーは入金先着順とし、定員に達した時点で締め切りとなります。
 なお、参加料など入金不足の場合、エントリーとは認められません。
⑵ 申し込み受付後の参加料は返金いたしません。過剰入金、重複入金の超過分、期間外の入金及びエントリーでの誤入力

等による入金については返金いたしません。ただし、先着順につき、定員を超えた後に参加料の入金があった場合は、所
定の手数料を差し引いた金額を返金します。

⑶ 地震・風水害・降雪・荒天・事件・事故・疾病等による中止の場合、参加料の返金は行いません。
⑷ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による中止の場合の参加料の取り扱いは、感染症予防対策に関する規約に定める

とおりです。
⑸ 申し込みに関する手数料は各自でご負担ください。
⑹ 大会への出場はエントリーした本人に限ります。代理出走は認めません。
⑺ 参加種目は１種目のみとし、自己の都合によるエントリー後の申込内容の変更、キャンセルはできません。
⑻ 健康管理とケガに留意し、十分にトレーニングをした上で大会に参加してください。
⑼ 大会開催中の事故、疾病（新型コロナウイルス感染症含む）、紛失、盗難、公共交通機関の及び道路事情等による遅刻に

ついて主催者は一切の責任を負いません。
⑽ 参加者には競技中の事故、疾病等による身体の故障が起こった場合は医師等による応急処置を受けることに同意していた

だきます。その方法、経過等について、主催者は責任を負いません。
 なお、その後の治療費等は自己負担とし、主催者へ損害賠償等の請求をすることはできません。
⑾ 大会開催中の事故・傷病について、大会が加入した保険の範囲内で見舞金が支給される場合があります。
⑿ 18歳未満の方は、保護者の同意を得た上で参加申し込みをしてください。
⒀ 一般競技者として適した服装で参加してください。試走時を含めてマナーを守り、大会役員や施設管理スタッフの指示に

は必ず従ってください。また他の競技参加者、国営昭和記念公園来園者等の一般の方へ迷惑が掛からないよう注意してく
ださい。

⒁ 大会出場中の映像・写真・記事・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します。
⒂ 大会記録として氏名、所属、タイムを大会ホームページ等で公表します。
⒃ 所属について、広告・宣伝を目的とした名称や公序良俗に反する名称などで主催者が適切でないと判断したものは削除し

ます。なお、15文字を超える名称を記入した場合は、短縮又は省略します。
⒄ 伴走者が必要な場合は、エントリー時に理由を記載して届出をしてください。
⒅ 参加者の個人情報の取り扱いは別掲の主催者の規約に則ります。
⒆ 上記の申込規約のほかに主催者が定める競技規則に則り、大会開催中は主催者の運営上の指示に従ってください。

　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、氏名、年齢、
性別、記録、肖像等の個人情報を取り扱います。
1. 大会の映像・写真・記事・申込者の個人情報等

は、大会参加者へのサービス向上を目的とし、
参加案内、記録作成・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、記録発表並びに大会報
道に必要な範囲で利用いたします。

2. 主催者は、大会申込者から事前の同意を得な
い限り、大会運営目的以外に個人情報を第三者
に提供いたしません。

3. 委託事業者に個人情報を預託（委託）いたしま
すが、委託事業者に対し個人情報の漏洩や再
提供等がないよう、契約により義務付け、適切
な管理を実施いたします。また、主催者もしく
は委託先からの申し込み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。

4. 主催者が認めるものについて、写真等の委託販
売を行うことがあります。

5. 新型コロナウイス感染症の予防対策のため、競
技運営目的以外に、健康状態等に関する情報
を確認いたします。この情報は、厳正なる管理
のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の
判断および必要なご連絡のためにのみ利用し
ます。大会会場にて感染症患者またはその疑い
のある方が発見された場合に必要な範囲で保
健所に提出する場合があります。

2023
ハーフマラソンからもRUN as ONE - Tokyo Marathon 2023へ3名抽選
で推薦いたします。

（一般）

3kmの部

12時55分
13時05分
13時15分
13時25分
11時50分
11時55分
12時00分

9時00分

9時25分

男子
女子

親子ペアの部
（約1.3km）

10kmの部 500名

各区分150名
（1,800名）

男女各総合1～6位
各区分　1～6位

申込み時に障がいの内容を記載の上、届出をしてください。
伴走について

フ
ァ
ン
ラ
ン

(1)国籍を問わずアマチュアであり、健
康な方

(2)ハーフマラソン・10kmの部は、
2022年3月13日現在15歳以上（中学
生を除く）の男女で、完走できる方

(3)3kmの部は、2022年3月13日現在
小学3年生以上の男女

(4)親子ペアの部は、2022年3月13日
現在小学1～3年生と保護者   
※2021年度日本陸上競技連盟登録

者は、所属及び番号を申し込み
の際に記入すること。

※すべてのカテゴリーの表彰式は、当日行いません。後日表彰状及びメダルを郵送いたします

男子小学4年生
男子小学3年生
女子小学4年生
女子小学3年生

（後日郵送）

申込方法

エントリーは入金先着順。定員
に達した時点で締め切ります。
下の申込規約に必ず同意の上、
お申し込みください。
※記入漏れがある場合は受付で
きませんのでご注意ください｡

インターネット

申込手数料
（エントリー・事務手数料）

ハーフ
マラソン

1０kmの部

3kmの部

親子ペアの部

電話 FAX

参加料等
お支払い方法

クレジットカード、コンビニ、ＡＴＭから、申込時にお選びいただけます。
入金の締め切り日は、申込時にご確認ください。

スポーツエントリー
要会員登録（無料）

TEL
0570-039-846
受付時間：10:00～17:30
                （土日除く）

FAX
0120-37-8434
FAX専用申込書で申込み。
エントリーページよりダウ
ンロード

330円
ペア 407円

4,000円
3,000円

3,500円
3,000円

3,000円
1,000円

無料

2,000円

無料

無料エントリーも、
申込手数料は

必要です
410円 410円

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ 　　　　　　　　─ 

    

一般
学生
(学割・参加賞なし）※1
一般
学生
(学割・参加賞なし）※1
一般

小中学生 参加賞あり

参加賞あり

【立川市民限定】
無料枠
記念品のみ※2

【立川市民限定】
小中学生無料枠
記念品のみ※2

本大会は、2021年日本陸上競技連盟規則及び本大会要項により実施し
ます。

(1)警察官、競技役員等の指示を受けた場合は、その指示に従ってくだ
　  さい。
(2)レース中、緊急車両の通過や交通状況等により走者を停止させ、車
　  両等の走行を優先させる措置をとります。なお、この措置による記
　  録の修正等はいたしません。

注意事項

タイム計測はナンバーカード(事前郵送）に取り付けられた計測タグに
て行います。グロスタイム（スタート号砲からのタイム）で計測し、
順位を判定します。    

記録計測

関門（ハーフマラソン）
ハーフマラソンは、交通、警備、競技運営上、3か所の関門を設け各関
門に閉鎖時間を設定します。

関門

第１関門

第２関門

第３関門

場所
陸上自衛隊立川駐屯地

滑走路内

国営昭和記念公園砂川口付近
国営昭和記念公園内

ふれあい橋付近

距離

5.5ｋｍ付近

11ｋｍ付近

16ｋｍ付近

閉鎖時刻

10:08

10:46

11:25

時間

43分

81分

120分

競技はスタートして165分（12：10）をもって終了します。

フ
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※1　学生枠(参加賞なし)については、申込時に必ず学校名を記載してください。ただし、高校生・大学生の方も、一般(参加賞あり)にお申
込いただけます。学生ハーフマラソン選手権とは異なります。重複して申し込むことはできません。

※2　立川市民限定の無料枠で参加された方には、記念品のみとなります。参加賞をご希望の方は有料枠でお申し込みください。

参加料



コースマップ ハーフマラソン

ファンラン（10km、3ｋｍ、親子ペア）

11:35

10km
3km
親子ペア

10ｋｍ
9:00～

11:50

9:25

日本陸上競技連盟公認コース・WA公認コース

立川シティ
ハーフ
マラソン
2022

立川シティハーフマラソン事務局　（特非）立川市体育協会
TEL：042‐534‐1483(平日10：00～17：00）

大会についてのお問い合わせ

 コース

陸上自衛隊立川駐屯地、
国営昭和記念公園及びその周辺道路
日本陸上競技連盟公認コース・WA認証コース

 種　目

第25回日本学生ハーフマラソン選手権大会
兼　FISUワールドユニバーシティゲームス(2021/成都)日本代表選手選考競技会併催
立川シティ車いすハーフマラソン併催
ニューカレドニア・モービル国際マラソン姉妹提携

2023

 主催： 立川市、立川市教育委員会、（公財）東京陸上競技協会
 （特非）立川市体育協会、立川商工会議所
 （株）読売新聞東京本社
 併催：（公社）日本学生陸上競技連合、（一社）日本パラ陸上競技連盟
 主管：（特非）立川市陸上競技協会
 後援： 陸上自衛隊立川駐屯地、国営昭和記念公園事務所
  立川市商店街振興組合連合会、立川市自治会連合会、立川観光協会

　
 

特別協賛： （株）壽屋
 （株）立飛ホールディングス
   多摩ホールディングス（株）
   多摩運送（株）、（株）ドリーミー
 （株）ジェイコム東京多摩局
   多摩信用金庫
   ネッツトヨタ多摩（株）
 

2022.3/13 SUN

https://tachikawa - half.jp/ 立川シティ2022

大会ホームページ

エントリー募集期間
エントリー募集期間

期間内であっても入金先着順で定員になり
次第締め切ります。

12/1（水）～12/15（水）
午前０時～午後11時59分

詳細は大会HPへ

・10ｋｍの部
・3kmの部
・親子ペアの部

ハーフマラソン
ファンラン

申込方法 
インターネット（スポーツエントリー）
電話・FAX

15歳以上（中学生除く）の方は新型コロナワクチン2回接種
の証明または抗原検査の陰性証明をご提出いただきます



立川シティハーフマラソン2022　感染症予防対策等に関する規約
本規約は、新型コロナウイルス感染症対策について参加者に遵守いただきたい事項、及び注意事項を定める規約です。参加者は、以下の
内容を必ずご確認いただきご理解ご了承の上、お申し込みください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を注視し、状況に応じて対策の強化または緩和をいたします。これに応じて規約の内容
が変更となる場合があります。その場合には、変更内容について改めて同意いただく必要が生じます。

１．大会実施の可否判断および参加費の返金等について
本大会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を総合的に判断し、大会を中止、または縮小することがあります。以下の
場合には大会を中止いたします。
・大会開催２週間前に緊急事態宣言が発令されている場合
・開催地自治体、開催地管轄警察署からイベント開催の自粛が要請されている場合
・医療・救護体制が十分に整備できない場合
・コース上の施設（国営昭和記念公園、陸上自衛隊立川駐屯地）が使用できない場合
中止となった場合、大会参加費は返金いたしません。参加賞は郵送いたします。

２．新型コロナウイルス感染症対策などに関する主な注意事項
【エントリー時】

⑴　新型コロナウイルス感染防止に向け、安全・安心な大会運営に努めますが、万が一、感染者が出てしまった場合の責任は負い
かねます。また、主催者において、大会当日のみ傷害事故、疾病事故に対する保険（見舞金補償制度）に加入いたしますが、疫
病（新型コロナウイルス感染症等）は対象外となります。

⑵ １５歳以上（中学生を除く）の方は、新型コロナワクチンの２回分の接種証明、または指定する日以降の抗原検査の陰性証明を
指定する日時までに提出していただきます。抗原検査をする場合、費用はご自身で負担いただきます。陰性証明取得時期、証
明の提出方法等については、決まり次第お知らせします。

⑶　以下のいずれかに該当する場合には参加を辞退していただきます。ご辞退いただけない場合は、主催者による出場取消を行う
場合があります。
①新型コロナワクチンを２回接種していない方で、抗原検査の陰性証明を提出できない場合（中学生以下は除く）
②大会３週間前の時点（令和４年２月20日）以降にPCR 検査または抗原検査で陽性反応があった場合
③大会３週間前の時点（令和４年２月20日）以降に感染疑い症状（※）が発症していた場合
ただし、次の３つの条件をすべて満たしている場合、大会への出場を認めます。
ア．感染疑い症状の発症後に少なくても８日が経過している。（８日が経過している：発症日を０日として８日間のこと。 ）
イ．薬剤を服用していない状態で、解熱後および症状消失後に少なくとも３日が経過している。（３日が経過している：解熱日・

症状消失日を０日として３日間のこと）
ウ．発症後に行ったＰＣＲ検査又は抗原検査の陰性証明書を大会当日に提出する場合には出場を認める。

※ 感染疑い症状とは
▼息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
▼重症化しやすい方（高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方、透析を受けている方、

免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
▼上記以外の方で「発熱や咳など比較的軽い風邪の症状」が続く場合（症状が４日以上続く場合は必ず、「強い症状」と

思う場合にはすぐに相談を。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様）

④大会２週間前の時点（令和４年２月27日）以降に以下の事項に該当する場合
ア．主催者が定めた体温を超える発熱（37.5℃とする）
イ．咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状
ウ．だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）
エ．嗅覚や味覚の異常
オ．体が重く感じる、疲れやすい等
カ．新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある

キ．同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ク．過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚

接触がある場合
※ただし、保健所又は医療機関を通じて行うＰＣＲ検査等の陰性証明書を大会当日に提出した場合には出場を認める。

【大会前】
⑷　上記④の確認のため、大会が指定する方法で大会開催7日前（令和４年３月６日）から体調の記録をしていただき、当日提出し

ていただきます。記録方法は、２月中旬までにお知らせします。
⑸　２回分の新型コロナワクチン接種証明を指定の日時までに提出ができない場合は、新型コロナウイルス抗原検査の陰性証明

を当日提出していただきます。(中学生以下は不要です)

【大会当日】
⑹　大会当日検温をさせていただき、主催者が定めた体温（37.5℃）を超える発熱があった場合
　　又は上記（３）で該当があった場合には、大会の参加をお断りさせていただきます。
⑺　競技中を除きマスクを着用してください。
⑻　手指の消毒、手洗いをこまめにしてください。
⑼　更衣スペースを設置しますが、入場制限をいたします。できる限り更衣の必要のないようご準備ください。更衣スペースをご利

用の場合は、短時間の利用にご協力ください。
⑽　国営昭和記念公園内マラソン広場に、荷物置き場（貴重品除く）を設置します。各自で責任を持って管理をしてください。荷物

置き場は、入場制限をいたしますが、ソーシャルディスタンスを確保してご利用ください。貴重品はご自身で管理してくださ
い。

⑾　給水所での密集を避けるため、マイボトルの持参にご協力ください。
⑿　ゴミやマスク等は、各自で持ち帰ってください。

【大会後】
⒀　大会終了後２週間についても、大会の指定する方法で体調の記録を行っていただきます。
　　なお、提出の必要はありませんが、保健所等の指示により提出を求める場合があります。

【観戦・応援について】
⒁　自衛隊立川駐屯地内で開催されるレースは、無観客といたします。参加者、関係者以外は入場できません。
⒂　国営昭和記念公園の一般入園時間は、大会参加者、関係者以外は午前9時30分からとなります。一般入園開始以降も、原則

として観戦はお控えください。公園内の3ｋｍの部のスタートエリア、コース周辺の一部エリアおよびフィニッシュエリアは、進
入を制限いたします。

【大会スタッフについて】
⒃　本大会の運営スタッフは、マスクの着用を必須とするとともに、必要に応じてフェイスシールド、ビニール手袋等を着用します。



立川シティハーフマラソン2022　感染症予防対策等に関する規約
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【エントリー時】

⑴　新型コロナウイルス感染防止に向け、安全・安心な大会運営に努めますが、万が一、感染者が出てしまった場合の責任は負い
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④大会２週間前の時点（令和４年２月27日）以降に以下の事項に該当する場合
ア．主催者が定めた体温を超える発熱（37.5℃とする）
イ．咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状
ウ．だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）
エ．嗅覚や味覚の異常
オ．体が重く感じる、疲れやすい等
カ．新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある

キ．同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ク．過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚

接触がある場合
※ただし、保健所又は医療機関を通じて行うＰＣＲ検査等の陰性証明書を大会当日に提出した場合には出場を認める。

【大会前】
⑷　上記④の確認のため、大会が指定する方法で大会開催7日前（令和４年３月６日）から体調の記録をしていただき、当日提出し

ていただきます。記録方法は、２月中旬までにお知らせします。
⑸　２回分の新型コロナワクチン接種証明を指定の日時までに提出ができない場合は、新型コロナウイルス抗原検査の陰性証明

を当日提出していただきます。(中学生以下は不要です)

【大会当日】
⑹　大会当日検温をさせていただき、主催者が定めた体温（37.5℃）を超える発熱があった場合
　　又は上記（３）で該当があった場合には、大会の参加をお断りさせていただきます。
⑺　競技中を除きマスクを着用してください。
⑻　手指の消毒、手洗いをこまめにしてください。
⑼　更衣スペースを設置しますが、入場制限をいたします。できる限り更衣の必要のないようご準備ください。更衣スペースをご利

用の場合は、短時間の利用にご協力ください。
⑽　国営昭和記念公園内マラソン広場に、荷物置き場（貴重品除く）を設置します。各自で責任を持って管理をしてください。荷物

置き場は、入場制限をいたしますが、ソーシャルディスタンスを確保してご利用ください。貴重品はご自身で管理してくださ
い。

⑾　給水所での密集を避けるため、マイボトルの持参にご協力ください。
⑿　ゴミやマスク等は、各自で持ち帰ってください。

【大会後】
⒀　大会終了後２週間についても、大会の指定する方法で体調の記録を行っていただきます。
　　なお、提出の必要はありませんが、保健所等の指示により提出を求める場合があります。

【観戦・応援について】
⒁　自衛隊立川駐屯地内で開催されるレースは、無観客といたします。参加者、関係者以外は入場できません。
⒂　国営昭和記念公園の一般入園時間は、大会参加者、関係者以外は午前9時30分からとなります。一般入園開始以降も、原則

として観戦はお控えください。公園内の3ｋｍの部のスタートエリア、コース周辺の一部エリアおよびフィニッシュエリアは、進
入を制限いたします。

【大会スタッフについて】
⒃　本大会の運営スタッフは、マスクの着用を必須とするとともに、必要に応じてフェイスシールド、ビニール手袋等を着用します。


