
国の重要文化財にも指定される赤れんが倉庫群。
レトロな雰囲気漂う舞鶴赤れんがパークから、
ハーフマラソンのドラマが繰り広げられます。

ノスタルジックな
“舞鶴赤れんがパーク”が舞台!

舞鶴湾を臨む広大な航空基地、
護衛艦が停泊する桟橋などをめぐる
舞鶴ならではのコースを楽しんでください。

舞鶴の“海・みなと”が
楽しめるコース

舞鶴赤れんがハーフマラソン 検索

9月中旬～下旬
ナンバーカード・参加案内発送

8月19日（金）
申込締切日

7月6日（水）
申込受付開始

エントリーから
大会参加までの流れ

※ただし、申込者が定員に達した
場合、締切日前でもエントリー
受付を終了します。

※ただし、申込者が定員に達した
場合、締切日前でもエントリー
受付を終了します。

■ 主　　　催／舞鶴市、一般財団法人京都陸上競技協会
■ 共　　　催／一般財団法人舞鶴市スポーツ協会、海上自衛隊舞鶴地方隊、海上自衛隊第21航空群
■ 主　　　管／舞鶴赤れんがハーフマラソン実行委員会、舞鶴市陸上競技協会
■ メインスポンサー／ミズノ株式会社

大会HP https://maizuruakarenga-marathon.jp

会場／舞鶴赤れんがパーク

日本陸上競技連盟公認大会

■ 定員／先着3,000名（ハーフマラソンの部 2,600名・2kmの部 400名）　■ エントリー方法／インターネット（https://runnet.jp/）

20222022
10月9日［日］開催

10月9日（日）
大会開催

【RUN as ONE-Tokyo Marathon 2023（一般）提携大会】

【ＨＭＣＣ参加大会】

スポーツ振興くじ助成事業



募　集　要　項
■ 種目／部門／参加料／参加定員／スタート時刻■ 大会名称　舞鶴赤れんがハーフマラソン2022

■ 主　　催　舞鶴市、一般財団法人京都陸上競技協会
■ 共　　催　一般財団法人舞鶴市スポーツ協会、
　 　　　　　海上自衛隊舞鶴地方隊、海上自衛隊第21航空群
■ メインスポンサー　ミズノ株式会社
■ 主　　管　舞鶴赤れんがハーフマラソン実行委員会、舞鶴市陸上競技協会
■ 開催日時　2022年10月9日㈰ 雨天決行
　 　　　　　  9:30　ハーフマラソンスタート
　 　　　　　  9:49　2㎞スタート
　 　　　　　12:30　競技終了
■ 受　　付　【日時】2022年10月9日（日）　  7:00～8:30
　 　　　　　【場所】舞鶴赤れんがパーク5号棟
■ 会　　場　舞鶴赤れんがパーク
■ コ ー ス   舞鶴赤れんがハーフマラソンコース（日本陸上競技連盟公認コース）
■ 参加資格
　 健康上競技に支障のない方
　・公認の部は日本陸連登録者のみ(高校生不可)とします。
　・視覚障害のある方は伴走者とともにエントリーして参加してください。
　・車いすの方は2kmの部のみオープン参加できます。
■ 制限時間・関門
　 ハーフの部において、交通警備・競技運営上の理由により、関門等閉鎖時刻を次のと
おり設け、競技を打ち切ります。関門閉鎖時刻までに関門に到達していないランナー
は失格とします（速やかに道路脇に移動し、収容バスに乗車してください）。

　 ①第1関門：中舞鶴総合会館前交差点(8.7km 地点) 10:38
　 ②第2関門：赤れんがパーク５号棟前(10.2km 地点) 10:50
　 ③第3関門：大波下交差点(16.5km 地点) 11:40
　　 ※第3関門閉鎖後は往路のランナーもレースを中止します。
　 ④ゴール閉鎖：ゴール(21.0975km 地点） 12:30
　　 ※交通規制は12:15に解除しますので、それ以降は歩道を走行してください。
　　　 12:30のゴール閉鎖後はナンバーカードを外してください。
■ 表　　彰　 各部門別各1位～3位までを表彰します。
■ 競技規則 (1) 2022年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会規定により実施します。
 (2) 緊急車両の通過や航空機の緊急離発着、その他やむを得ない理由によ

り競技を一時中断させることがあります。
 (3) 審判が競技続行不能と判断した場合、その競技者に競技を中止させる

ことがあります。
■ そ の 他

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遵
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
ビス向上を目的とし、 次回大会の案内、記録通知、関連情報の通知、大会協賛・協力・関
係団体からのサービスの提供、記録発表などに利用いたします。 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。

個人情報の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症防止対策

 (1) 自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・名義変更はできません。
また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。定員を超える申込があった場合、
入金期限内に参加料の支払が完了していても入金日によっては申込が無効となる場合
があります。その場合、主催者が定める方法により返金します。

 (2) 地震・風水害・降雪・事件・事故・ 疫病 等 （新型コロナウイルス感染症を含む）によ
り開催縮小・中止 をする場合、 中止を決定した時点で実際にかかった費用等を勘案
して 参加料返金の有無・ 金額・方法等を主催者が決定します。

 (3) 心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨んでください。
また、傷病、事故、紛失等に注意し 、 自己の責任において大会に参加してください。

 (4) 大会開催中に主催者に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
止の指示に従ってください。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従っ
てください。

 (5) 主催者は、大会開催中に発生した事故、傷害については、応急処置・傷害保険による
ものの他は一切の責任を負いませんので、参加者は自己の責任において健康管理に十
分注意をして参加してください。

 (6) 主催者は、参加者、競技運営関係者の新型コロナウイルス感染に対するいかなる責任
も負いません。

 (7) 手荷物は各自で保管してください。主催者側は盗難紛失などの一切の責任を負いません。
 (8) 未成年者は必ず保護者の同意を得てエントリーしてください。
 (9) 年齢・性別等の虚偽申告、申し込み本人以外の出場（不正出場）は認めません。それら

が発覚した場合、出場・表彰の取消し、次回以降の資格はく奪等、主催者の決定に従っ
ていただきます。また、主催者は、虚偽申告、代理出走者に対して救護・返金等の一
切の責任を負いかねます。

(10) 大会中の映像、写真、記事、記録、申込者の氏名、年齢、性別、住所（国名、都道府県
名または市区町村名）等 が テレビ・新聞・雑誌・インターネット等に報道・掲載 され
る場合があることをご承諾ください。また、その掲載権・使用権は主催者に帰属します。

(11) 主催者は、上記の他、別途定める大会規約に則り大会を開催します。

申　込　規　約 ※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、
　お申し込みください。

お
問
い
合
わ
せ
先

●大会についてのお問い合わせ
　舞鶴赤れんがハーフマラソン実行委員会事務局

●観光・宿泊に関するお問い合わせ
　まいづる観光ステーション

〒624-0816　京都府舞鶴市伊佐津213番地の8
TEL.0773-75-8600

〒625-8555 舞鶴市字北吸1044 舞鶴市市民文化環境部スポーツ振興課内
TEL.0773-66-1058　E-mail:suposin@city.maizuru.lg.jp
大会ホームページ:https://maizuruakarenga-marathon.jp/

部　門種　目 参加料※ 参加定員 スタート時刻

14部

15部

16部

17部

18部

19部

20部

21部

22部

23部

24部

男子 高校生～39歳

13部

男子 中学生

男子 小学生（3～6年生）

親子 （男子小学1～2年生） ※

男子 40歳～59歳

男子 60歳以上

親子 （女子小学1～2年生） ※

女子 小学生（3～6年生）

女子 中学生

女子 高校生～39歳

女子 40歳～59歳

女子 60歳以上

3,000円

400人 9:49

2,500円

4,000円

2,500円

4,000円

3,000円

部　門種　目 参加料※ 参加定員 スタート時刻

1部

2部

3部

4部

5部

6部

7部

8部

9部

10部

男子 高校生～29歳

男子 30歳代

男子 （日本陸連登録者のみ 高校生不可）

女子 （日本陸連登録者のみ 高校生不可）

男子 40歳代

男子 50歳代

男子 60歳以上

女子 高校生～29歳

女子 30歳代

女子 40歳代

女子 50歳代

女子 60歳以上

6,200円 2,600人 9:30

12部

11部

ハーフ
マラソン
公認の部

ハーフ
マラソン
一般の部

2㎞の部

申込締切日　2022年8月19日（金）
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し込みください。

支払方法は、お申し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）。

※エントリーの際は、RUNNETへの会員登録（無料）が必要となります。

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

申　込　方　法

https://runnet.jp/

インターネット (RUNNET)

※小学1～2年生の部は、伴走者（親子）とともにエントリーして参加してください。
※上表の参加料には、コロナ検査キット代1,000円（親子は2人分2,000円）を含みます。
　国等のコロナ対策に係る方針や社会情勢等を踏まえ、検査が不要と判断できる場合は検査の実施を
取り止め、当該検査に係る参加料分をRUNPO(ランニングポータルサイトRUNNETで使用できるポ
イント）によりお返しします（1,000ポイントを基本に、必要な経費等を除いたポイント）。

 (1) 大会参加に関しては十分にトレーニングし、事前に
健康診断を受診する等、体調には万全の配慮をした
上で参加してください。

 (2) 本大会は、新型コロナウイルス感染症対策を実施し、
感染拡大防止に取り組んだ運営を行います。参加者
は、主催者が別途定める感染防止対策を遵守してく
ださい。

 (3) 大会当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻に
ついて、主催者は一切責任を負いません。

 (4) 広告目的で大会会場（コース上を含む）に企業名・商
品名等を意味する図案及び商標等、広告的なものを
身につけたり表示することはできません。

 (5) 参加申込者には、 9月中旬～下旬に大会参加案内、
大会プログラム、 ナンバーカード等を送付します。

 (6) お車で来場される方は、大会事務局が指定する駐車
場をご利用ください。 駐車場の数が限られているこ
とから、乗り合わせてご来場いただくなどご協力を
お願いします。

 (7) 大会開催中は、現場の係員の指示に従ってください。
 (8) スタート時は各自のゴール予想タイムに応じたス

タートブロックに入ってください。
 (9) ゴールタイムの計時はチップを使用します。チップ

は、ゴール後の回収場所まで絶対にはずさないでく
ださい。なお、当日棄権される選手は受付時に、途
中棄権される選手はお近くの係員にチップを返却し
てください。

      ※チップを返却されない方、又は破損された場合は、
実費をいただきます。

(10) 公認の部に出場した方には公認記録証を発行できま
す。発行を希望される方は競技終了後、午後1時ま
でに手数料を添えて大会本部へ申請してください。
後日郵送します。

(11) 本大会は『 RUN as ONE Tokyo Marathon 2023
（一般）』の提携大会です。
ハーフマラソン完走者の中から抽選で3名に、東京
マラソン2023（2023年3月5日㈰開催予定）の出
走権が付与されます（参加料等の参加に係る費用は
自己負担）。
これに伴い、本大会で取得する個人情報は、東京マ
ラソン財団に電磁的方法により提供されます。提供
する個人情報は、①氏名 ②性別 ③生年月日 ④連絡
先 ⑤記録となります。

(12) 本大会は、（一財）アールビーズスポーツ財団が主催
する HMCC （ハーフマラソンチャレンジカップ）の
参加大会です。

(13) 10km以降に関門制限等により失格または棄権等さ
れた方の内、希望される方には10km記録証を発行
します。 発行を希望される方は大会実行委員会事務
局までご連絡ください（後日郵送）。

(14) 上記の他、大会に関する事項については大会主催者
の指示に従ってください。

●３密の回避、検温、消毒、マスク着用などの対策を徹底します。
●大会前１週間及び大会後２週間、体調管理を実施（スマホのシステム）していただきます。
●全ランナーの抗原定性検査を実施（大会側が検査キットを事前配布）します。
※国等のコロナ対策に係る方針等を踏まえ、検査の実施を取り止める場合があります。
●体調管理及び抗原定性検査の判定結果に一つでも異常項目がある場合は参加をお断りいたします。
●競技中以外はマスクを着用（スタート１分前～競技中は取り外し可能）してください。
●飲食ブースの出店は行いません。
●完走証はWebで発行（大会当日の紙による配布なし）します。
●ごみは全て各自でお持ち帰りください。
※詳しくは大会HPでご確認ください。


