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「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７回 

日本ＩＤハーフマラソン選手権大会 

10km ロードレース開催要項  

（第 20 回新宿ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ・区民健康ﾏﾗｿﾝ） 

 

《開催要項》 

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   新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会、(公財)東京陸上競技協会 

３．主  管  (公財)東京陸上競技協会、(公財)新宿未来創造財団 

４．後援(予定)  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 

５．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 

６．大会名称  第７回日本ＩＤハーフマラソン選手権大会 

７．開 催 日  ２０２３年１月２９日（日）雨天決行 

８．会  場  Start & Finish 国立競技場 

９．日  程  【ハーフマラソン選手権】 スタート 8：30、 競技終了 11：00  

 【10km ロードレース】  スタート 11：10、競技終了 12：30 

10．種目とエントリー ※出場可能人数が合計100 名。エントリー記録により、参加を受付けます。  

※エントリー記録を明確にするため､記録証明書類(記録証明書､記録証、競技会ＨＰリザルト等)提出。 

（１）【ハーフマラソン選手権】 男子の部・女子の部   制限時間２時間３０分(11 時まで) 

       エントリー記録は以下を対象とし、①と②を優先する。ハーフマラソンの記録が無く出場を希望す 

る場合、③④⑤でのエントリーを認める。期間は2019 年４月1 日からエントリー締切日までとします。 

①当連盟主催の日本ID ハーフマラソン選手権大会 

②日本陸連公認大会、都道府県陸上競技協会主催大会(日本陸連ＨＰ大会情報 地域別情報にリストさ 

れ競技会コードがあるもの)ハーフマラソン。 

③当連盟主催の日本ID ハーフマラソン選手権大会10km ロードレースの部。 

④WPA 公認大会トラック種目10000m。 

⑤日本陸連公認大会、都道府県陸上競技協会主催大会(日本陸連ＨＰ大会情報 地域別情報にリストさ 

れ競技会コードがあるもの)トラック10000m および10km ロードレース。 

（２）【10km ロードレース】 男子の部・女子の部     制限時間１時間20 分(12 時3０分まで) 

       エントリー記録は以下を対象とする｡期間は2019 年４月1 日からエントリー締切日までとします。 

⑥当連盟主催の日本ID ハーフマラソン選手権大会10km ロードレースの部。 

⑦WPA 公認大会トラック種目10000m。 

⑧日本陸連公認大会、都道府県陸上競技協会主催大会(日本陸連ＨＰ大会情報 地域別情報にリストさ 

れ競技会コードがあるもの) )10km ロードレース、トラック10000m、ハーフマラソン、トラック 
5000m、 トラック3000m。 

 ※10km ロードレースは、10km ロードレース > トラック10000m > ハーフマラソン > トラック

5000m > トラック 3000m の順にエントリー種目の優先順位を付けます。同種目内ではエントリー

記録上位の選手 を選抜します。 

（３）エントリー期間は以下のとおりとし、ハーフマラソン選手権のエントリーを優先します。 

 【ハーフマラソン選手権】９月１日（木）～9 月30 日（金）消印有効。 

【10km ロードレース】10 月5 日（水）～10 月25 日（火）消印有効。 

（４）エントリー確定の確認 

申し込み締め切り後に､エントリーリストの公表を日本知的障がい者陸上競技連盟HP で行います。 
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11． 参加申込み方法・申込み先    IDハーフマラソン・ID10kmの申し込みは、以下へ郵送ください。 

〒289-1313 千葉県山武市上横地268-10 

                      ＩＤハーフマラソン・大会事務局  浅野 あて  TEL 080-4429-1672 

・大会内容についてのお問い合わせは、連盟事務局へＦＡＸにてご連絡ください。FAX 0475-82-0179 

・所定の申込書に必要事項を記入し、指定の期間に上記申込先（連盟事務局）に郵送ください。 

・参加料は、10 月31 日ごろのエントリーリストの公表後、お名前を確認のうえ、郵便振替により下記まで送金ください。 

送金先    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」と記入ください。選手登録が未登録の場合は、登録料も送金ください。 

・申し込みに際し，各参加者は必ず以下の誓約項目に同意の上，申し込みください。 

・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ります。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りますので、別

紙申込書に署名の上、郵送ください。 

12．競技について 2022 年度(公財)日本陸上競技連盟規則及び1 月20 日ごろまでに郵送の大会プログラム記載事項によ

り実施します。 

13．参加資格  ・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です。 

登録方法は、当連盟のホームページの「選手登録はこちらから」http://www.jidaf.org/ 

        ・制限時間内に完走でき、15 歳以上で健康な方に限ります。 

14．参 加 費  【ハーフマラソン選手権】  11,000 円    【10km ロードレース】  6,000 円 

15．表  彰  【ハーフマラソン選手権】（男子の部・女子の部） 

         ・優勝者 選手権章メダル（金メダル）、カップ（日本モーターボート選手会）、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 賞状を贈る  

【10km ロードレース】（男子の部・女子の部） 

・優勝者 金メダルと賞状を贈る   ・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 賞状を贈る  

・参加選手全員に参加記念品を贈る 

        ※8 位入賞選手は、会場内表彰エリアにて表彰する予定です。 

16．参 加 賞  当連盟が用意するミズノ製タオル とプログラムは、大会当日に配布する予定です。 

         大会当日にお配布場所など、別途お知らせいたします。 

17．事 前 発 送  アスリートビブス(計測機能付き)は、事前に送付されたものを使用ください。 

１8．注意事項 

・主催者は大会期間中の事故・傷病について、傷害保険に加入します。傷害保険以上の責任、補償は負いかねます。 

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ください。 

  ・この大会の成績は、国際大会派遣選考の参考にします。 

・アスリートビブスナンバーおよびスタート招集時の整列順は、主催者が決定します。出場申込書に記入するエントリー 

記録を目安に定めます。安全でスムーズな競技運営に協力ください。 

・伴走は、事前に実行委員会の許可を受けたものを除き、認められません。伴走が必要な場合は、エントリー時に併せて、 

申し込みください。 

・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ってください。 

   ・アスリートビブス（計測機能付き）・参加案内は、１月20日までに大会事務局より選手全員へ送付されます。 

      ・トラック保護のため、底の硬い靴による参加および競技エリアへの立ち入りを禁止します。 
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     ・参加シューズの底厚は、日本陸上競技連盟競技規則に則り、40mm以下とします。 

     ・国立競技場への入退場および立ち入り制限について 

① 参加者用の駐車場・駐輪場はありません。徒歩または公共交通機関を利用ください。 

② 入退場はゲートを限定し、種目ごとに入場時間を定める予定です。ただし、他の種目参加者の家族や付き添いの場合

は、この限りではありません。 

③ 使用できるスタンドは、第１層・第２層のみとし、種目ごとに座席ブロックを指定する予定です。 

④ 地下１階以下（トラックおよび招集場所等競技者エリア）の立ち入りは、アスリートビブスを着けた参加者、および 

介助付添いが必要な場合は、エントリー時に併せて、申し込みください。 

19．新型コロナウィルス感染症対策について 

     ・本大会は、日本陸上競技連盟の定める新型コロナウィルス関連ガイダンス及び独自の「新型コロナウィルス感染症予 

防対策マニュアル」に則って運営します。 

  ・本大会は、感染防止対策を講じて開催しますが、特に基礎疾患のある方は、感染による重大なリスクがあることを十分

理解したうえで、参加を検討ください。 

  ・来場者は、大会１週間前から継続して、主催者の指定する体調管理チェックアプリまたはチェックシートにより、検温

などの健康管理を行ってください。来場時に提示または提出を求める予定です。 

  ・競技中を除き国立競技場内では、マスク等の鼻・口を覆えるものの着用を必須とします。 

  ・マスク等は、スタート直前まで着用を必須とします。また、競技中も可能な限りマスクの携帯をお願いします。 

  ・大会終了後7日以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、主催者（当連盟事務局TEL080-4429-1672）

へ必ず報告してください。 

  ・主催者は、参加者および来場者の新型コロナウィルス感染に対して、補償等を含め一切の責任を負いません。 

  ・参加者以外の、応援および付き添いで来場する方は、人数や入場を制限する場合があります。 

  ・声を出しての応援や集団での応援は控えてください。また、フィジカルディスタンスを確保してください。 

  ・今後の感染拡大状況によっては、ハーフマラソンおよび10km出場者に限りPCR検査等の事前検査の陰性証明、または

感染症ワクチン接種証明の提示などを参加の条件とします。なお、検査にかかる費用は参加者の負担となります。詳細

は、1月20日ごろに郵送の参加案内及びウェブサイトにてお知らせします。 

  ・以下の事項に該当する場合は場内への入場および競技への参加を自主的に見合わせてください。 

① 大会当日に37.5°C以上あり、倦怠感、息苦しさ、咳、咽頭痛などの症状がある方。 

② 大会当日、感染による療養期間中、または濃厚接触者に該当し待機期間中の場合。 

③ 大会当日を該当期間として、日本政府より入国制限や入国後の観察期間を必要とされる国や地域等への渡航、または

当該在住者との濃厚接触がある場合。 

 

◎大会のコース等の情報はこちらから（新宿シティハーフマラソ2023） 

https://www.shinjukucity-halfmarathon.jp 

 

◎大会に関する情報は、下記当連盟のホームページによりお知らします。 

http://www.jidaf.org/ 
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誓 約 項 目 

◎申し込みに際し，各参加者は下記誓約項目に同意の上，お申し込み下さい。                                        

１．大会開催中にケガや事故が発生した場合は、選手へレースの中止を指示し、本人の同意なく応急手当や緊急車両搬送 

を行う場合があります。                                                                                  

２．主催者は，傷病や紛失，その他の事故に際し，応急処置を除いて一切の責任を負いません。 

 ３．申し込み後の種目変更，キャンセルはできません。 

 ４．年齢・性別の虚偽申告，申し込み者本人以外の出場（不正出走）は認めません。 

 ５．地震・風水害・積雪などの災害・事件・事故その他の理由により、大会を中止または縮小する場合があります。 

  ６．主催者の判断により大会を中止した場合のみ、以下の基準で参加料を返金します。 

    ・入金後 ～ 10/28 の中止決定 ： 参加料の80％を返金 

    ・10/29 ～ 12/28 の中止決定 ： 参加料の40％を返金 

        ・12/29 以降の中止決定 ： 原則返金なし 

７．参加料入金後は、重複入金・過入金・当日の体調不良等いかなる場合も、参加料の返金は行いません。 

 ８．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。 

 ９．お預かりいたしました個人情報は大会の運営以外には使用いたしません。 

 10．そのほか、実行委員会からの注意事項をお読みいただき、内容についてご了解ください。 


