
「当大会は香取慎吾NFTアートチャリティプロジェクト寄付金を活用して 
開催しております」 

第 23 回 

日本 ID フルマラソン選手権大会 

 第 11回富士山マラソン2022 

 

１．主  催   特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟 

２．共  催   日刊スポーツ新聞社 富士河口湖町 山梨陸上競技協会 一般財団法人アールビーズスポーツ財団 

３．後  援   山梨県 山梨県教育委員会 山梨県スポーツ協会 富士河口湖町教育委員会 富士河口湖町体育協会  

 （予定）   （一社）富士河口湖町観光連盟 公益財団法人日本パラスポーツ協会 日本パラリンピック委員会 

公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター 一般社団法人全日本知的障がい者スポーツ協会 

４．主  管   山梨陸上競技協会 

５．大会スポンサー  未定 

６．協賛(予定) ミズノ㈱ /ＡＩG 損害保険㈱/㈱グロリアツアーズ/ピップ㈱/公益社団法人日本モーターボート選手会 

７．協  力   未定 

 

《開催要項》 

 

１．大会名称  第 23 回日本ＩＤフルマラソン選手権大会 

２．開 催 日  2022 年 11 月 27 日（日）雨天決行 

３．会   場  山梨県南都留郡富士河口湖町 船津浜 ・スタート・フィニッシュ  船津浜駐車場   

４．種   目  ◇フルマラソン（42,195 ㎞）ID 男子の部・ID 女子の部  制限時間６時間(15 時まで) 

            日本陸連・ＡＩＭＳ（国際マラソン・ディスタンスレース協会）公認コース 

５．競技規則  2022 年度日本陸連競技規則及び本大会規則による。 

６．参加資格  ・2022 年４月１日現在、知的障害者で厚生事務次官通知（昭和４９年９月２７日厚生省発児第１５６号） 

による療育手帳の交付を受けた者。 

または、公的判定機関で IQ７５以下の判定を受けた者。 

・2022 年度日本知的障がい者陸上競技連盟登録者。 

未登録の場合は登録の手続きが必要。 

※登録方法は、当連盟のホームページをご覧ください。http://www.jidaf.org/ 

           ・フルマラソンを制限時間内に完走でき、１5 歳以上で健康な方に限る。 

７． 部   門    （１）ID 男子の部    （２）ID 女子の部 

８．参 加 費    １4，５００円（消費税、荷物預け利用料 ※50cm×70cm の袋に収まる荷物、 傷害保険料含む）      

上記手荷物を預けない場合は、100 円返金する。                          

なお、アスリートビブス（ナンバーカード）と計測チップを事前発送希望の場合は、 

1,500 円を追加して送金すること。 

９．参加申込み  9 月 25 日（日）まで消印有効。 

10．スタート     スタート時刻 午前９時 

11．表  彰     表彰式は新型コロナウイルス感染症防止のため行わない予定。 

            ◇ ID 男子の部・ID 女子の部 

  ・優勝者 森田實杯（持ち回り）・優勝カップと選手権章メダル（金メダル）、賞状を贈る。 

・第２位 銀メダルと賞状を贈る  ・第３位 銅メダルと賞状を贈る 

・第４位～第８位 入賞メダルと賞状を贈る ・第9 位～ 敢闘賞賞状を贈る。 

・参加選手全員に参加記念品を贈る。 

※ID 本部ブースにて、渡します。 



12．記 録 証     当日WEB 記録証。完走後すぐに、WEB 記録証を発行できる（速報）。                     

後日、確報となり公認記録証として利用できる。 

13．参 加 賞     ミズノ製タオル。制限時間内完走者に、完走メダル、記念大会フィニッシャータオル 

            ※記念T シャツ S.M.L.XL 男女兼用。エントリー時に申込む。 

14．アスリートビブスと計測チップについて   事前発送を希望する場合は、出場申込書に『希望』と記入のこと。 

大会前日に会場で受領を希望する選手は、 河口湖畔平浜駐車場内 ID 本部ブースにて、 

11 月26 日（土） 13:00 ～ 17:30 に渡す。 

15．プログラム・ミズノ製タオルについて  河口湖畔平浜駐車場内 ID 本部ブースにて、11 月 26 日（土） 13:00 ～ 17:30、 

11 月 27 日 (日) 7:00 ～ 15:00 に渡す。 

16．参加賞引換所  日刊スポーツ新聞社が用意する参加賞は、 

引換時間：11 月26 日(土)13:00～19:00、11 月27 日(日)7:00～16:00 

                   引換場所：河口湖畔平浜駐車場内  

17．併走希望者    選手権大会のため、伴走は認めませんので、注意すること。 

なお、チームの方が富士山マラソン大会にエントリーすることは制限しない。 

18．駐車場（有料）  希望の場合は参加申込書に記載のこと。申し込みは先着順。 

19．出場申し込み  所定の申込書に必要事項を記入し、9月25日（日）までに上記申込先（連盟事務局）に郵送のこと。 

申込書に記載された個人情報はプログラム編成及び作成、記録発表、その他競技運営及び陸上 

競技に必要な連絡等やテレビなどで 使用することがある。参加申込みにあたって個人情報の使用  

             に同意してもらう必要があるので別紙申込書に署名・捺印の上提出すること。 

◎参加申込み方法・申込み先 

〒２８９－１３１３ 千葉県山武市上横地268-10 日本知的障がい者陸上競技連盟 

          日本ＩＤフルマラソン選手権大会事務局  あて 

             ＴＥＬ ０８０－４４２９－１６７２  

     20．参加料の送金  参加料は、10 月 3 日（月）～10 月14 日（金）の間に、日本知的障がい者陸上競技連盟へ郵便振替に 

            より送金のこと。 

郵便振替  ００１２０－１－５６７０４７ 

加入者名  特定非営利活動法人日本知的障害者陸上競技連盟 

通信欄に、大会参加料  人分、連盟登録料  人分とご記入ください。 

※この申込みは選手のみです。一般の方の申込みや並走者の申し込み方法は、富士山マラソン２０２２の 

開催要項に従い、申し込むこと。 

令和４年度日本知的障がい者陸上競技連盟の選手登録が未登録の場合は、参加料とともに送金可。 

21．その他    ・スポーツマラソン保険は主催者で加入（死亡・後遺障害200万円、入院日額3,000円、通院2,000円） 

します。これ以上の補償を望む場合には、各自で別途保険に加入すること。大会中の事故に関して 

応急処置しかできないので、参加に当たっては、医師の診断を受けるなど、自己の責任において 

健康と安全については十分留意すること。 

・ID 部門のお問い合わせについては、特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟 事務局へ 

 E-Mail にて連絡すること。E-Mail アドレス jidaf.jimukyoku@yd6.so-net.ne.jp 

・競技開始前のウォーミングアップは各チームで責任を持って行うこと。 

 

 

 

 

 



【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。 

１． 自己都合による申込後の種目変更、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。定員を超える申し込みがあった場合、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

よっては申し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。 

２． 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止、参加料返金の有無・額、通知方法等につい

てはその都度主催者（富士山マラソン 2022）が判断し、決定します。特に返金の額につきましては、全額を

返金できませんのでご了解ください。 

３． 私は、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みます。傷病、事故、紛失

等に対し、自己の責任において大会に参加します。 

４． 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。 

５． 私は、大会開催中に傷病が発生した場合、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。 

６． 私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いませ

ん。大会開催中の事故・傷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。 

７． 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。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。 

８． 大会の映像・写真・記事・記録等（において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報）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

主催者に属します。 

９． 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。 

１０． 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）。 

※個人情報の取り扱いについて 

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。 

 

 

 



大会の詳細な情報は、富士山マラソン 2022 のホームページをご覧ください。 

https://mtfujimarathon.com 

 

知的選手部門（ID 男子・ID 女子の部）の情報は、当連盟のホームページでご確認ください。 

http://www.jidaf.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  【ID 部門事務局】 

 

  特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟 

                                 事務局 千葉県山武市上横地 268-10  

                             〒289-1313   TEL080-4429-1672  TEL/FAX 0475-82-0179 

E-mail jidaf.jimukyoku@yd6.so-net.ne.jp 

                         

 


