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ハーフマラソン

スタート 9：00
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　 女性 2時間以内
② 3時間以内 
（自己申告による持ちタイム）
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スタート 11：00

コース図

地元みんな
で

おもてなし！

市街地コース

制限時間3時間！駅前スタート
！

駅前ゴール！アクセス抜
群！

AM 9:00 START
1211日

■主催：東海ハーフマラソン実行委員会（東海市・東海市教育委員会、東海ハーフマラソン協力会）　■共催：知多メディアスネットワーク株式会社　■後援：中日新聞社　協力：愛知県東海警察署

ハーフマラソン・
10km・2km開催種目

名鉄常滑線
「太田川駅」周辺一帯メイン会場

名古屋駅から約20分

定員になり次第
締切

ハーフマラソン
10km・2km 9 9金まで

募集開始

715金か
ら

鉄とランのまち東海市を走ろう2022

TOKAI  HALF MARATHON

ハーフマラソン（18歳以上、高校生不可）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
10km（15歳以上、中学生不可）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円
ジョギング2km（どなたでも）・・・・・・・・・・・・・・・1,000円（中学生以下無料）

参加費 大会事務局

東海ハーフマラソン実行委員会事務局（東海市教育委員会スポーツ課）

［公式HP］ https://tokai-halfmarathon.com
TEL 052-603-2211 または 0562-33-1111
※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合があります。

特別協賛

申込案内書

検索東海ハーフマラソン

※東海警察署東交差点付近の道路は道路工事（計画）の影響により、厚板敷設箇所があり滑りやすくなっています。

会場周辺図

おもてなしエリア

スタート＆ゴール

競技会場

メイン会場

本部

パスポート
センター

日本福祉
大学 東海
キャンパス

選手エリア



大会概要
大会名称 東海ハーフマラソン2022

共催 知多メディアスネットワーク株式会社 会場 名鉄太田川駅周辺一帯
コース 名鉄太田川駅前を発着とする市内コース

主催 東海ハーフマラソン実行委員会
（東海市・東海市教育委員会、東海ハーフマラソン協力会）

参加資格 制限時間内に完走できる健康な方（各種目の年齢制限は大会当日（2022年12月11日）現在）
※ハーフマラソン参加者は3時間以内、10㎞参加者は1時間30分以内で走れる方。

日時 2022年12月11日（日）
スケジュール 9：00······ハーフの部·スタート

10：00····10kmの部·スタート
11：00····2kmの部·スタート

種目・参加料・定員
種目 参加料 定員

ハーフマラソン ※18歳以上、高校生不可 5,000円 3,000名

10km ※15歳以上、中学生不可 3,000円 1,000名

2km（どなたでも）※計測無し
1,000円

1,000名
中学生以下 無料

合計 5,000名

※ハーフマラソンに参加される方は①男性：1時間30分以内、女性：2時間以内 ②3時間以内 のいずれかの部門へのエントリーをしていただきます。

大会当日はメイン会場の
おもてなしエリアに
飲食ブース等が出店し、
大会を盛り上げます！

会場へのアクセス

電車の場合（名鉄太田川駅下車徒歩0分）
名古屋から「名鉄常滑・空港線」特急で17分、急行で19分
セントレアから「名鉄空港線」特急で19分、急行で24分
お車の場合
駐車場は先着順で、「東海市役所（約500台）」（徒歩約15分）、
「元浜公園（約300台）」（徒歩約20分）を予定しています。
駐車場の数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用くださ
い。また、駐車場での盗難・事故等に関し、主催者は責任を負いません。当日は
周辺道路の混雑が予想されますので、時間に余裕をもってご来場ください。
※名鉄太田川駅会場周辺の有料駐車場に駐車をされた場合は交通規制の
兼ね合いから移動が困難となることが想定されますのでご了承ください。

HMCC対象大会

金額 男子更新記録 女子更新記録

20万円 1時間03分59秒以内 1時間12分59秒以内

10万円 1時間04分00秒～1時間06分59秒 1時間13分00秒～1時間16分59秒

5万円 1時間07分00秒以上 1時間17分00秒以上

大会記録 男性：1時間07分15秒（2019開催） 女性：1時間27分37秒（2019開催）

※対象は日本陸連登録の選手で大会記録を更新し（大会タイ記録は対象になりません）かつ優勝した場合
③その他HMCCの詳細は　https://marathon-cc.com/hmcc/about/

①市民アワード（顕彰部門）※ハーフマラソン参加者全員が対象

男性 1時間20分以内、女性 1時間30分以内、初ハーフマラソン完走者、自己ベスト達成者、年間自己ベスト達成者には、後日RUNNETから特別記録証がダウン
ロードできるようになります。

②市民アワード（賞金部門）※対象は日本陸連登録選手のみ

大会記録の更新者にタイムごとに設定された記録を更新した場合に最高20万円の賞金を授与します。

HMCC（ハーフ・マラソン・チャレンジ・カップ）対象大会となっております。ハーフマラソンにチャレンジした人に、さまざまなサービスが提供されます。

諸注意・申込規約・個人情報
表彰

1.ハーフマラソンの①の部門（男性：1時間30分以内、女性：2時間以内）と10kmの
部の男女の1位から8位までを表彰式で表彰します。

2.年代別の表彰については、後日賞状を郵送します。
（ハーフ・10km（男女）：29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳以上）

競技規則
1.先頭より著しく遅れたため、競技運営又は交通警備上支障があると判断したとき

は、コース閉鎖地点及びコース上であっても競技を中止させます。その場合、競技役
員、警察官の指示に従ってください。

2.走者は、申込みをした本人に限ります。代理走者は認めません。
3.記録計測は「ランナーズチップ」着用による自動計測（グロスタイム：スタート号砲

からフィニッシュするまでの所要時間）で行い、着順を判定します。
※ネットタイム（スタートラインを越えた時点からフィニッシュするまでの所要時
間）、総合順位、年代別順位は参考記録として、大会終了後、大会ホームページで掲
載します。

注意事項
1.参加にあたっては、十分なトレーニング、健康管理を行い、当日体調が悪い方は競

技を控えてください。
2.参加者は、傷害保険に加入し、各自で健康診断を受けてください。なお、60歳以上

の参加者の方は、当日救護本部で血圧測定を必ず受けてください。
3.競技中の事故、発病などについて、主催者は応急処置のみを行いますが、その後に

ついては責任を負いません。大会当日は健康保険証を携行してください。
4.大会開催中は、いかなる場合にも、競技役員と警察官の指示に従い競技を行ってく

ださい。
5.競技役員が競技続行不可能と判断した場合は、その走者に競技を中止させること

があります。
6.競技中交通事情等により、走者を停止させ、車両の通行を優先させる場合がありま

す。
7.申込みにあたっては競技規則、注意事項を承認されたものと判断します。
8.小学生は保護者が会場まで引率してください。また、小学校未就学児は保護者とご

参加ください。

コース閉鎖時間（予定）
■ハーフマラソン
①寺下交差点（5.1㎞）10：03、②浜新田交差点（10.1㎞）10：46、
③聚楽園駅前（12.3㎞）11：04、④名和駅ロータリー（14.7㎞）11：25、
⑤聚楽園駅前（17.2㎞）11：46、⑥寺下交差点（19.9㎞）12：09
■10km
①寺下交差点（5.1㎞）10：50、②浜新田交差点（7.6㎞）11：13

その他
1.スタートは自己申告によるタイム順に並び、各種目・部門別にスタートします。詳し

くは別途ご案内します。
2.距離表示は、フィニッシュまでの1km毎の地点に設置します。
3.給水所は、ハーフマラソンの5km、10km、13km、15km、19km付近及び

10kmの5km地点付近に設置します。（予定）
4.参加者及び観覧者等によるドローンの使用は一切認めません。

誓約内容申込規約
1.主催者は、疾病や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。
2.自己都合による申込み後の種目変更、キャンセルはできません。
3.年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出走）は認めません。その場

合、出場が取り消されます。
4.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等・主催者の責によらない事由により大会を

中止する場合の参加料返金の有無、金額等については、その都度主催者が判断し、
決定します。

5.前記2・3、過剰入金、重複入金の返金はいたしません。
6.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。
7.主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱います。
8.主催者は、上記の申込規約の他、大会規則に則って開催します。

個人情報の取扱い
参加申込みでご提供いただいた個人情報は、参加案内・記録証・関連情報の通知や新
聞・プログラム・公式ホームページへの掲載などに利用いたします。また、主催者もし
くは委託先から申込み内容に関する確認連絡をさせていただく場合があります。

新型コロナウイルス感染症対策について
1.以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めます。

・37.5度以上の発熱がある場合
・強い倦怠感や息苦しさがある場合
・普段より咳、痰がある場合、咽頭痛などの症状がある場合
・味覚、嗅覚に異常を感じる場合
・家族や同居人、身近な知人に感染が疑われる場合
・糖尿病などの基礎疾患があり、体調に不安のある場合
・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、

地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

2.会場ではこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒を実施してください。
3.他の参加者、主催者スタッフとの距離（できるだけ2ｍ以上）を確保してください。

（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）
4.イベント中に会場やコースにおいて大きな声で会話をしないでください。
5.感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示にしたがっ

てください。
6.イベント終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者

に対して速やかに連絡し、同時に濃厚接触者の有無についても報告してください。
7.その他、日本陸上競技連盟の定めたガイダンスに則り、追加で必要となる事項は参

加者にご案内させていただきます。

申込期間・申込方法

ナンバーカード

1.「ナンバーカード」、「ランナーズチップ」は2022年11月下旬に参加者へ事前発送します（2kmはナンバーカードのみになります）。
2.ハーフ・10kmのナンバー順序は申込種目・部門別の申告タイム順となります。
3.国外に居住する参加者は、ナンバーカード引換証を送付します。会場で「ナンバーカード」と引き換えてください。

大会事務局 東海ハーフマラソン実行委員会事務局（東海市教育委員会スポーツ課内 東海市役所6階 ）
〒476-8601·愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話·052-603-2211または0562-33-1111　FAX·052-604-9290（土日祝休み）　E-mail：sports@city.tokai.lg.jp
問合せ時間·午前8時30分から午後5時15分まで

窓口での申込み

ア 東海市教育委員会スポーツ課（東海市役所6階）※土日祝休み 受付時間　8：30〜17：00

イ 東海市民体育館※第1月曜日 休館 受付時間　10：00〜20：00

申込方法 インターネットでの申込み

RUNNET
https://runnet.jp/

エントリー手数料
別途必要

支払方法

A コンビニ
各コンビニ指定の支払い方法をご案内いたします。締切日までに払込み頂きます。

B クレジットカード払い
ご指定のクレジット会社から、所定の期日に合計金額が引落しとなります。

申込期間 種目 参加料 申込方法 期間

ハーフマラソン 5,000円
インターネット

7月15日（金）～
9月9日（金）

10km 3,000円

2km（有料） 1,000円
窓口

インターネット

2km（中学生以下） 無料 窓口


