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富士
マラソンフェスタ

東京2020オリンピック・パラリンピック
自転車競技（ロード）会場だった
富士スピードウェイで開催

FUJI MARATHON FESTA2022 in FUJI SPEEDWAY
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2022.12.18●日

日本ハーフマラソンランキング対象大会（主催 一般財団法人アールビーズスポーツ財団の対象大会となります。）日本ハーフマラソンランキング対象大会（主催 一般財団法人アールビーズスポーツ財団の対象大会となります。）

アクセス 交通のご案内

※大会当日はJR御殿場駅より臨時バスを運行します。
　所要時間：片道約30分　　有料
　乗り口：御殿場駅富士山口バス乗り場　7番乗り場
※時間はプログラム及びホームページでお知らせします。

バスでお越しの方

電車でお越しの方

貸切バス（有料）

約30分約90分

東京
新宿 足柄バス停 会場

高速バス
【東京方面】

　東京IC→東名高速道路 約65分→足柄SIC→約20分

　東京IC→東名高速道路 約50分→大井松田IC→約30分
　調布IC→中央自動車道 約65分→河口湖IC→
　　　　　東富士五湖道路 約15分→須走IC→約20分

【静岡・名古屋方面】
　名古屋IC→東名高速道路 約160分→足柄SIC→約20分
　名古屋IC→新東名高速道路約約150分→新御殿場IC→約20分

【甲府方面】
　甲府南IC→中央自動車道 約65分→河口湖IC→
　東富士五湖道路 約15分→須走IC→約20分

車でお越しの方

※参加者の専用ゲートは西ゲートとなります。東ゲートから入場された
　場合は入場料をいただく場合があります。
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【東名高速バスの利用】

ハーフマラソン
※2022年はハーフマラソン1種目での開催となります。
※詳しくは大会ホームページをご覧ください。

種 目

富士スピードウェイサーキットコース内を走れる!！

大会の魅力
充実した会場設備で雨天時
でも快適に過ごせます♪

駐車場を完備し、更衣室やトイレ・休憩室も富
士スピードウェイの常設設備を利用すること
ができるので、ストレス知らず！暖かい室内で
余裕をもってレースの準備ができます。

女性も家族もランナーも
みんなで楽しもう♪

会場では飲食物やスポーツグッズのブースの
ほか、ワークショップ、また毎年大人気の豚汁
無料配布、地元高校生によるダンスパフォーマ
ンス等を企画（予定）しています。応援の方々も
一緒に楽しめます。

会場は東京2020オリンピック・
パラリンピック自転車競技
（ロード）会場として使用された
富士スピードウェイが会場!!

東京2020レガシーの富士スピードウェイサー
キットコースをあなたも走って高揚感を味わっ
てみませんか。

細かい表彰区分で入賞の
チャンス・制限時間延長

ハーフマラソンの表彰区分は全部で10種目
（上位5名まで）。女性部門も充実しています。
特別賞として仮装賞、各部門10名に1名の飛び
賞（新設）をご用意しています。制限時間を30
分延ばし3時間以内に。

1 2 3 4

萩原北

足柄スマートインター

しゃぶ葉 道の駅
ふじおやま

小山町には、世界遺産に登録された富士山をは
じめとする観光名所が多くあります。ご家族、
ご友人をお誘いの上、お気軽にご参加ください。

「富士山」のある町 
おやま

歓迎
世界遺産

静岡県駿東郡
小山町



■開 催 日

■会　　場
■コ ー ス

■参 加 費

■参加資格

■申込締切

■表　　彰

■参 加 賞

■競技規定

■記録計時

■ 記 録 証

2022年12月18日（日）
開会式  9：30～　スタート  10：00～
表彰式  各部門上位５位までがゴール後随時実施
富士スピードウェイ
富士スピードウェイサーキット周回

感染拡大防止のための参加者が遵守すべき事項
◎以下の事項に該当する場合、参加を見合わせる項目
　（ア 体調が良くない　イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる　ウ 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、地域等
への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合）

◎マスクの持参
◎こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施
◎スタート時以外の他の参加者、主催者スタッフ等との間隔の確保
◎感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと
　※大会終了後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、速やかに濃厚接触者の
　　 有無等について、主催者に報告すること

エントリーの前にご確認ください
●参加者は、競技中以外はマスクを着用していただきます。
●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加者の健康状態を確認することを目的
として体調管理チェックアプリを導入します。大会２週間前から体調・体温を記録

し、大会当日に確認します。また、大会終了後２週間は同アプリにて体調・体温の記録
をしていただきます。
●体調管理チェックアプリに入力された個人情報について、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は、感染拡大防止のため、必要に応じて保
健所・医療機関等の第３者へ提供することがあります。
●主催者が実施する新型コロナウイルス感染防止対策に従わない参加者には、他の参
加者の安全を確保するため、出走取り消し、途中競技中止、会場からの退出を求める
ことがあります。この場合、参加料の返金はいたしません。
●大会中止の判断がされた場合、それまでに要した経費や返金手数料を差し引いた上
で返金の有無及び金額を決定します。
●参加者の新型コロナウイルス感染症への感染に対して、主催者に故意又は重大な過
失がある場合を除き、主催者は一切の責任を負いません。
●参加にあたり、新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」（厚生労働省）のイン
ストールをお願いします。
必ず上記内容、申込規約をご確認・ご了承の上でお申込みください。

大会内容に関するお問い合わせ

大会ホームページ【ランネット（インターネットエントリー）】

新型コロナウイルス感染症防止対策

富士マラソンフェスタ2022実行委員会事務局
〒410-1321 静岡県駿東郡小山町阿多野125  NPO法人小山町体育協会事務局

ハーフマラソン（18 歳以上） ……………6,000円（税込）
※参加費には、参加賞・傷害保険料を含みます。※申込規約2による中止となった場合、大会中
止保険より参加料を返金します。但し新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった場
合は、大会主催者より事務手数料、送金手数料等を差し引いた金額を返金します。

18歳以上の健康な男女

大会ホームページ 【ランネット（インターネットエントリー）】 
2022年11月1日（火）

・各部門上位５名に賞状と賞品を贈ります。
・特別賞として仮装賞、また各部門10名に1名の飛び賞をご用意しています。

大会オリジナルタオル（大会当日のお渡し）

①2022年度日本陸上競技連盟規則に準じます。
②競技役員が競技続行不可能と判断した場合、競技を中止させることがあります。
③競技中の事故は応急処置のみ主催者で行いますが、主催者はそれ以上の責
　任は負いません。各自でご注意ください。
④大会当日は体調に十分注意し、万一の場合はレースを棄権してください。
　また、競技中に身体に異常を感じたときは、すみやかに競技を中止してください。
⑤スタート時間の15分前が集合時間となります。各自スタート位置にお集ま
　りください。

・記録計時はランナーズチップで行います。ナンバーカードと一緒に封入され
ているチップを装着しないと記録が計時されませんので、必ずシューズに
装着してください。

・ランナーズチップはフィニッシュ後、必ずご返却ください。未返却や紛失の
場合は、実費を請求する場合がありますので、ご注意ください。

web記録証となります。大会後各自ホームページよりダウンロードしてください。

※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。

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。
当大会は「RUNNET大会中止サポートパック」導入大
会です。大会エントリーには、大会中止保険加入へのご
同意が必須となります。
なお、自然災害や悪天候によって大会が中止になった場
合（新型コロナウイルス感染症・事件・事故等による中
止は除く）、同サポートパックの大会中止保険から申込
者に参加料の100％が現金で返金されます。
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。
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。
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。

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。
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、主催者は、虚偽申告・代理出走者に対
して救護・返金等一切の責任を負いかねます。
大会の映像・写真・記事・記録等（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。
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。
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）。

申込規約

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。

個人情報の
取り扱いに
ついて

※エントリーの際は、RUNNETへの
　会員登録が必要です（無料）。

パソコンまたはスマートフォンから下記の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、コンビニなど）。 
※エントリーには所定の手数料がかかります。

申込締切日  2022年11月1日（火）

（9：00～16：30／月曜・日曜・祝日休）TEL　0550-76-7511
FAX　0550-76-7511

大会オフィシャル
ホームページ https://fuji-marathon-festa.jp/
mail taikyo@oyama-sports.jp
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男子18歳以上29歳以下
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男子60歳以上

女子18歳以上29歳以下

女子30歳代

女子40歳代

女子50歳代

女子60歳以上
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富士マラソンフェスタ富士マラソンフェスタ 検 索

大会要項

申込方法 ※お申し込みはランネットのみとなります。


