
2022.7.16 sat      17 sun

悪天候や災害などで大会を中止する場合は、大会当日、朝
5：00 に大会ホームページでお知らせします。電話での
お問い合わせはご遠慮ください。地震・風水害・事件・事
故・荒天（降雪、降雨、強風、雷等）・疫病、その他の理
由で大会開催を中止・中断した場合の参加料返金の有無、
金額については、その都度主催者で判断し、決定します。

駐車場は、7：00開門となります。
富士北麓公園は、普通車約 700台収容可能な大駐車場
があります。駐車券は各自大会ホームページよりダウ
ンロードしてフロントガラスに置いてください。
できるだけ相乗り等でご来場いただきますよう、ご協
力をお願いいたします。
公共交通機関をご利用の場合、富士急行線・富士山駅
よりタクシーで会場まで約 2,000 円です。

※ 定期運行の路線バスはございません。
※ 大会前日の駐車場（車中泊）はご利用できません。
※ 駐車場内での事故・盗難等については、主催者は一切責任を負いませ
　 んので、 予めご了承ください。特に、夜間の車の出入りの際はお気を
    付けください。

開催中止の場合についてのお知らせ

駐車場

選手受付（7月16日（土））

RUN PASSPORT（ランパスポート）
スマート受付を導入します。
大会当日の受付はスマホ画面の提示で
ＯＫ。専用アプリをインストールして
ご利用ください（インストール無料）。
① 参加票が自動でアプリ内に取り込まれます。
② 大会会場でチェックインすると RUNマイルが貯ま
　 ります。
③ 掲示板機能を使って、大会側から当日もリアルタイ
　 ムの案内を発信していきます。
※ アプリインストールはGooglePlay または AppStore で
　「RUN PASSPORT」を検索

※ソロの部に①～③はありません。ナンバーカードの裏側に
　記録計測用ランナーズチップが付いていますので、取り外さ
　ないようにしてください。

引換
番号札
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

受付時間
24時間・6時間の部　7:00～9:30
受付場所（陸上競技場正面入口付近）

7月16日（土）・1日目

駐車場オープン
検温・選手受付（～9:30）（24時間・6時間の部）
レンタルテント・寝袋貸出開始（～11：00）
マネージャー会議（第１回）
オープニングセレモニー
スタート（24時間・6時間の部スタート）
飲み物・フード引換開始
砲丸投げ世界記録に挑戦!
親子ランニングタイム①（～16：30）
中継所封鎖
6時間の部 終了
表彰式（6時間の部）
親子ランニングタイム②（～19：30）
マネージャー会議（第２回）

  7：00

  9：10
  9：50
10：00
11：00
13：00
15：00
15：50
16：00
16：40
18：00
18：30

7月17日（日）・2日目

親子ランニングタイム③（～9:00）
マネージャー会議（第３回）
中継所封鎖
競技終了、記念撮影
表彰式（24時間の部）

  8：00
  9：00
  9：50
10：00
10：40
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貸出時間…7月16（土）7：30～11：00
貸出場所…競技場入口
設営場所…芝生スタンド、トラック周辺
返却時間…7月16日（土）16:00～7月17日（日）11:00まで
返却場所…大会本部前
※詳しくは会場図（別紙）をご確認ください。
テント、寝袋は事前申し込みをされた方のみへの貸出と
なります。ソロの部にはありません。
貸出の際にお使いいただく運搬用台車は、使用後すぐに
お戻しください。チームでの占有利用はしないよう、ご
協力をお願いいたします。
選手受付時にテント配置図をお渡しいたしますので、必
ず設営場所をご確認ください。割り当てられたテント位
置以外での設営はできませんのでご了承ください。
区画の広さは、約5ｍ×10ｍ の予定です。ただし、当
日会場の状況によって変わる場合もありますのでご了
承ください（区画に収まらないテントは使用できません
のでご注意ください）。
芝生スタンド区域は傾斜があります。ペグ・ロープでテ
ントを固定することをお勧めします。なお、その際は隣
のテントとトラブルのないようご注意ください。
競技場トラック上へテントを設営するようになりますので、
ペグ・ロープ等は使えませんのでご了承ください。
テント周辺の樹木や手すりなどに紐をくくりつけて、衣
類を吊るしたりするのは、通行の際に、大変危険ですの
で、禁止します。
返却時は、お貸しした時と同じ状態で戻していただきま
すよう、ご協力お願いいたします。

第1回 16日（土）  9：10～
駐車場、選手受付、テント設営、給水所・フードサービス、ごみ、
雨天・雷時の対応など

夜間注意事項、ごみの処理など

フィニッシュ前の注意事項、記念撮影、表彰式、撤収注意事項など

第2回 16日（土）18：30～

第3回 17日（日）  9：00～

タスキは主催者よりチームに1本、受付でお渡しします。
タスキには記録計時を行うランナーズチップが装着され
ています。ソロにはナンバーカードにチップが装着されて
います。

大会に参加するにあたっての諸注意、伝達事項等を詳しく説明
するマネージャー会議を、メインステージ前にて、計3回開催し
ます。チームのマネージャーの方、または代表の方は必ず出席
してください。
※ ソロの部は休憩テントに連絡事項を掲示します。

タスキにはナンバーが貼られています。自分のチームのナ
ンバーで間違いないことを確認してください。
違うチームのタスキを着けて走ったり、タスキなしで走っ
た場合、記録が計時できませんのでご注意ください。
各チームでよく話し合い、スムーズに中継できるように
時間の割り振りを大まかに決めておくことをおすすめし
ます。
夜間の呼び出し放送などができませんので、マネージャー
等が中心となり、次の選手の準備、走っている選手の様子
などを確認してください。
タスキリレーは必ず決められた中継ゾーンで行ってくだ
さい（ナンバーの読み上げはしません）。

ランナーズチップはフィニッシュ後に回収します。
タスキに装着されたランナーズチップは、絶対に取り出さないで
ください。ソロの部はナンバーカードに装着されています。
タスキ無しで出走された場合、その周回はカウントされませんの
でご注意ください。
ランナーズチップが入っている部分をにぎって走ると、記録が取
れない可能性がございますのでご注意ください。
大会開催中、主催者側で発表する記録は、チームの周回数と走行
距離です。個人の周回は発表しません。

２４・6時間終了間際は、カウントダウンのアナウンスをします。
立ち止まらず、そのままフィニッシュを目指してください。
コースの途中で時間を迎えた場合、記録にその周回数は
含まれません。

各種目時間内で走行した周回数を競います。同じ周回数の
場合は、先に最終周回に入ったチームを上位とします。

給水所は設置しません。
本部にてフードサービス（ドリンク・軽食等）を行っていま
す。引き換えは、当日お渡しする飲食物引換券で個人・
チーム単位にて行えます。
引き換えは11時から開始します。
チーム単位でのフードサービス利用をご希望の場合は、
持ち運び用にダンボール箱などをご用意ください。
当日はかなりの暑さが予想されますので、給水はこまめに
行うようにしましょう。
フードサービスは補助的な給食サービスですので、その
他の大会中の飲食料は各チームで準備してください。今
年は、大会当日のお弁当の注文はおこないません。

ナンバーカードは１名につき１枚です。ナンバーカードは
胸に1枚、添付の安全ピンで付けてください。
走行中、ナンバーカードが未着用で
あった場合、スタッフが確認させて
いただく場合がございます。
レースウェアを着替える時は、忘れ
ずにナンバーカードも付け替えて
ください。
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記録計時はタスキに装着されているランナーズチップで
行います（ソロはナンバーカード裏にランナーズチップが
付いています）。

24・6時間の部は各フィニッシュ時間の１0分前に中継所を閉
鎖します。それ以降のタスキの受け渡しはできませんので、
ご注意ください。
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【6時間の部】
●  開始：16日（土）　16時 40分ごろ
●  表彰対象：チームの部 1～3位、ソロの部 1～ 3位

【24時間の部】
●  開始 17日（日）　10時 40分ごろ
●  表彰対象：チームの部 1～ 3位、ソロの部 1～ 3位

以下の既定を厳守し、荷物の運搬・搬出時にもできる
だけトラック（オレンジ）を避けて通行してください。
競技場とは緑・オレンジのゴム製の場所です。

大会開催中のケガ等に関しては、主催者加入の傷害保
険の範囲のみ保障となります（応急処置は主催者で行
います）。
夜間は冷えこむことが予想されます。着替えは十分用
意し、帽子等も必要に応じてかぶるようにしてください。
もし走行中に気分が悪くなった場合は、近くのスタッフ、
もしくは後続の選手に声をかけるようにしてください。
会場内はペットの連れ込みを禁止とします（盲導犬・
介助犬などは除きます）。
24時間リレーマラソンは、選手のみなさんの協力とボ
ランティアの熱意によって運営されます。安全で円滑
な大会運営にご協力をお願いいたします。
安全のため、競技場内での球技は一切禁止いたします。

競技場内へのイス、机等の持ち込みの禁止
競技場内での飲食の禁止 
チーム名や企業名などが入ったのぼりや幕の持ち込みの禁止

荷物預かりはありません。貴重品等は、各チームで責
任を持って保管してください（コインロッカーはあります）。
ソロの部参加者は本部にて預かります（貴重品のみ）。
盗難等については、主催者は一切の責任を負いません
のでご了承ください。
一般の利用者の皆様もいらっしゃいますので十分注意
してください。
のぼりやバナー（幕）をつけることはできません。

コース上の暗い場所には工事用電球などを設置します
が、夜間走行の際、足元や前方等、よく注意して走行し
てください。ヘッドライトなどのご着用をおすすめしま
す。競技場内にも照明を設置します。
テントの照明は各チームで懐中電灯・ランタン（電池式）など、適宜ご
用意ください。

大会当日「ランフォト+（ランフォ
トプラス）」＝当日写真入り完
走証Web 版を、スマートフォン
等で作成することができます。
※詳細は大会ホームページを
ご確認ください。

大会期間中、順次各チームごと
に記念撮影を行います。混雑が
予想されますので、今年は16日
～17日の大会期間中いつでも
撮影をさせていただきます。

ゴミの集積所は陸上競技場トレーニングルーム横にな
ります。捨てられる時間に関しては、マネージャー会
議でお知らせします。

競技場内には、更衣室・トイレがあります。公共
施設のため、利用の際にはゴミを残したり、汚し
たりしないよう心がけてください。シャワー室は
使えません。更衣室とトイレではマスクを着用し
てください。

大会に関するお問い合わせ先

ランナーズ
24時間リレーマラソン in 富士北麓公園大会事務局

west-tokyo@runners.co.jp
 （～7月15日17:00まで）
070-1053-6180（大会期間7月16日～17日のみ）



世界陸上オレゴン大会開幕記念!!
3人の合計で砲丸投げ世界記録に挑戦！
チーム内の力自慢3人の合計距離が砲丸投げ男子世界記録23m37cmを
超えたら賞品をプレゼント！ 世界記録を超えるチームがいなかった場合、
合計距離トップのチームに賞品を差し上げます。
※7月16日（土）13時00分～

親子ランニングタイム
お子様を連れての参加者必見！ この「親子ランニングタイム」は通常は参加できない
お子様とコースを一緒に走ることができます。（ベビーカーなど乗り物は不可）
当日、大会本部にてお子様のナンバーカードをお受け取りください。参加は無料です。
※7月16日（土）15:00～16:30、18:00～19:30、
　7月17日（日）8：00～9：00
　（ナンバーカード渡し 7月16日（土） 13:00～20:00）

わくわくミュージックタイム
大会中のBGMとして、DJがあなたの好きな曲をあなたのメッセージとともにご紹介します！
※7月16日（土）・17日（日）専用の申し込み用紙に記入の上、
　大会本部にて先着順で受付。

大会オリジナルＴシャツを販売します！
過去大会や富士山マラソンオリジナルＴシャツを販売します。
応援に来られた方や、24時間リレーマラソンファンの方、どうぞご利用ください！
※1着200～1,000円 売上の一部は、新型コロナウイルス感染症対策の
　チャリティー支援を行います。
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記録速報の確認方法

※ライブ配信の時間制限により時間で速報URLを分割
   しております。

記録は「ランナーズアップデート」で確認頂け
ます。速報順位は「RUNNET Live」でチェック
可能です。右記URLより「YouTube」にアクセ
スしてください。

7月16日 10:00～20:00
https://youtu.be/iDmE06ZmLQc

7月16日 20:00～7月17日 7:00
https://youtu.be/M7gZz1U6WT0

7月17日 7:00～10:00
https://youtu.be/AX8VfzVDseE
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●競技場内には、更衣室・トイレがあります。公共施設のため、利用の際にはゴミを残したり、汚したりしないよう心がけてくだ
さい。シャワー室は使えません。更衣室とトイレではマスクを着用してください。

●のぼりやバナー（幕）をつけることはできません。
●以下の既定を厳守し、荷物の運搬・搬出時にもできるだけトラック（オレンジ）を避けて通行してください。競技場とは緑・オ
レンジのゴム製の場所です。

　★競技場内へのイス、机等の持ち込みの禁止
　★競技場内での飲食の禁止 
　★チーム名や企業名などが入ったのぼりや幕の持ち込みの禁止

会場図・コース図

富士北麓公園陸上競技場



  2022年大会新型コロナウイルス感染防止のための運営方針（運営変更点）

① 大会中止の返金対応について

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。
地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止を判断する場合があります。参加料返金については、開
催中止判断の時期により、申込手数料を除いた下記の返金率にて対応いたします。

〈開催中止判断の時期による申込手数料を除く参加料の返金率について〉

なお、新型コロナウイルスによる、開催時の社会事情、政府や開催都道府県、公園管理者などからの、指導・要請によ
り、やむなく開催中止となった場合は、参加賞Tシャツを発送いたします。参加費は発送にかかる費用と返金手数料を
差し引き、RUNPO（＝RUNNETポイント）にて返金します。

※RUNPOとはRUNNETで1ポイント1円で使えるポイントです。次回イベント参加時に参加料としてお使いいただけます。

有効期限は3年です。

② 運営変更点　※必ずご確認ください。

□走行時以外マスク着用義務。
□中継所入退出時の手指消毒。
□会場入場時、検温を実施します。
□会場・コース上に給水所はありません。
□感染症対策のためテントスペースは例年の約2倍（約5m×10m）になります。
□メンバーは大会当日まで変更可能です。（Tシャツサイズは変更できません）
　体調の悪いメンバーは直前で変更可能です。無理はしないようにしてください。
□開催日1週間前より全メンバーの体調チェックを義務付けます。
□シャワーは使用できません。
□人が集まるサブイベントは実施しません。

【大会運営は以下の対策を行います】
①更衣室はありますが、密を避けるために人数制限、使用時間の制限を行います。
　各自走り出せるウェアでのご来場や、更衣ポンチョやバスタオルを用意するなど来場の際の服装等も工夫してく
ださい。

②競技場にトイレはありますが、使用前後に際して手指消毒をしていただきます。
③スタッフは常時マスク等を着用します。
　特に参加者と対面するスタッフ、給水所スタッフはフェイスシールドと手袋を着用します。
④参加者は走行中以外の会場内ではマスクを着用してください。（スタート整列時、中継所、休憩テント内、フィニッ
シュ後含む）

⑤会場入場時に検温を行います。37.5度以上の方は出走をお断りし、会場からの退場をお願いします。
⑥コース内は安全確保のため、出場ランナーのみの出走とし、自転車などの伴走はできません。
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必ずお読みください

事前に大会HPの「新型コロナウイルス感染症防止特別参加規約 」のご確認をお願いします。

来場の際は、マスク着用をお願いします。

受付時にRUNNET体調チェックの画面提示及び体調チェックシートのご提出をお願いします。

来場者には全員に検温を実施します。

RUNNET体調チェック及び体調チェックシート ※１ で異常が見られる方、検温時に37.5℃以上
の方はご参加をお断りさせていただきます。

走行時以外はできるだけマスク着用にご協力をお願いします。

スタートでは１～２mの間隔をあけて整列をお願いします。

待機時は、ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。

トイレご利用時は、手洗い、アルコール消毒の徹底をお願いします。

大会終了後は速やかに解散をお願いします。　※同会場での打ち上げは禁止致します。

ゴミは各自お持ち帰りをお願いします。

※1 体調チェックに関してはP8～P9参照

新型コロナウイルス感染予防のため下記のご協力をお願いします。

新型コロナウイルス対策事前チェック

1 大会前までに

2 来場時に

3 大会中

4 大会終了後
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□ 個人情報の取得・利用・提供に同意する

当日の体温が 37.5℃以上の方は、ご参加できませんので、ご了承ください。！

来場時の検温の際、メンバー全員分を必ず提出をお願いします提出用

 本 人 氏名
（署名欄） ※未成年者は保護者が記入

※同上

 連 絡 先
（電話番号）

ナンバーカード

  保護者記入欄
（未成年者のみ）

◎走行時以外はマスクの着用をお願いします。
◎ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
◎大会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、必ず大会事務局へご連絡お願いします。

！
お問い合わせ先：
ランナーズ 24時間リレーマラソン in 富士北麓公園大会事務局 ＜west-tokyo@runners.co.jp＞

本誓約書は新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。
本誓約書に記入いただいた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場の可否の判断
および必要なご連絡のためにのみ利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の
同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、大会会場にて感染症患者またはその疑いがある方が発見された場合に
必要な範囲で保健所等に提供することがあります。

1. のどの痛み
2. 咳（せき）が出る
3. 痰（たん）が出たり、からんだりする
4. 鼻水（はなみず）、鼻づまりがある
※アレルギーは除く

5. 頭が痛い
6. 体にだるさなどがある

□体調について7月9日（土）より大会当日まで以下の症状がないことを確約します

7. 発熱の症状がある
8. 息苦しさがある
9. 味覚異常（味がしない）
10. 嗅覚異常（匂いがしない）
11. 体温が 37.5℃以上の日があった
12. 薬剤の服用
（解熱剤を含む上記症状を緩和させる薬剤）

1. 以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせをします。
● 体調がよくない場合（大会当日に選手本人の体温が37.5℃以上の発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 
● 同居家族や身近な知人に感染が疑われる場合 （7月に入り発熱や感染症状で受診や服薬等がある場合）
● 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. こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施します。
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）を確保します（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、応援等をしません。
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います。
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ます。

□参加に際して以下の項目を遵守いたします

以下、必ずご確認のうえ、チェックを入れてください。

新型コロナウイルス感染症についての誓約書1


