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サンきよすみ

総合インフォメーション

●参加賞引き換え
　※フルマラソン・チャリティファンランとも
●フルマラソン荷物預け
●フルマラソン表彰
●各スポンサーブース
●選手歓迎セレモニー
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静岳

時悠々楽游
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吉島屋
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フィニッシュスタート 荷物預け 着替え

100m

NN

河口湖駅から
フルマラソンメイン会場

までの指定経路

チャリティファンランスタートゴールまで
河口湖駅から
距離　1.5km
時間　約20分

フルマラソンメイン会場まで
河口湖駅から
距離　約800m
時間　約10分

大会規約
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。
2. 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等、さらに主催者の責によらない
事由での開催縮小・中止した場合、参加料・事務手数料の返金はいたし
ません
3. 大会前日、当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻について、
主催者は一切責任を負いません。
4. 私は大会参加に伴い発生した交通費、宿泊費、日当に関していかなる
理由の場合でも主催者からの返金および補塡を求めません。
5. 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。当日、体調がすぐれない場合は勇気をもって参加辞退しま
す。
6. 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。
7. 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。
8. 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。また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。
9. 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。
10. 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、失格となります。また表彰の取り消し、
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。
11. 郵便事情、インターネット機器、回線の不具合による申し込みの遅れ
について、主催者は一切の責任を負いません。
12. インターネット申し込みの場合、ご利用の端末器、ブラウザソフトに
よって申し込みできないことがあります。
13. 大会中の映像・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。
14. 広告目的で大会（コース上を含む）に企業名・商品名等を意味する
図案及び商標等、広告的なものを身につけたり表示することはできませ
ん。
15. 屋外での排泄行為は刑罰法規に抵触します。大会中は主催者が用
意する仮設トイレ、公衆トイレ、地元ボランティアトイレ等の施設を使用して
ください。大会には海外からも多くの役員・ランナーが参加します。公共上
のマナー、ルールを遵守してください。
16. 参加料等の領収書について 
◦クレジット決済の場合 

　領収書の発行はいたしません。クレジット会社発行の「ご利用明細書」
または「請求書」をご利用ください。 
◦ コンビニエンスストアでのお支払いについて 
　領収書の発行はいたしません。お支払いの控えを領収書に代えさせて
いただきます。
17. 大会申込者の個人情報の取扱いは、下記に記載する主催者の規
約に則ります。 
～個人情報の取扱いについて～ 
◦ 主催者は個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、

主催者の個人情報保護方針に基づき、参加者の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
などのサービスの提供に利用いたします。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。 

◦ 大会参加者の生命または身体の安全上、緊急の場合は、上記以外の
目的で関係機関に情報を提供することがあります。

18. 会場周辺の公共・民間施設において施設所有者の同意のない駐
車や路上駐車はおやめください。違法駐車はレッカー移動の対象となる
場合があります。レッカー移動にともなう費用は所有者の負担となります。
19. その他大会に関する事項については主催者の指示に従ってくださ
い
20. 上記の申込同意規約の他、主催者が別途定める大会規約に則り
開催します。（齟齬がある場合は大会規約が優先します）。

フルマラソンメイン会場周辺に
駐車スペースはございません。渋
滞、事故のもととなりますので車
両での来場はご遠慮ください。
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ウエアやシューズ、食品など、ランナー
をサポートしてくれるさまざまなスポン
サーがブースを出展しています。
スタート前にお時間がある方はぜひお
立ち寄りください。
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スポンサーエリア

林作公園

待ち合わせスポット
総合インフォメーション

参加賞引き渡しテント

26日（土）15時～16時30分（予定）
スポンサー各社からのお得な情報
や、抽選会、コース攻略法などお楽し
みもりだくさんです。

選手歓迎セレモニー

参加
無料
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この案内に同封の「荷物預け袋」に、同封の「ナンバーシール」をしっかりと貼り付けて
から、ご自身のナンバーと一致する荷物預かり所にお預けください。
※荷物預け袋以外はお預かりすることができません。貴重品、壊れ物も一
切お預かりすることができません。

●指定の７店舗のお土産屋が更衣所です。利用時間は6時30分～16時です。
●各お土産屋の常設トイレおよび仮設トイレを、メイン会場周辺に計約300ケ
所ご用意しています。スタート直前の仮設トイレは特に混みあいますので、お
早めの準備をお願いいたします。

※ランナー以外の代理の方が預けることはできません。
※荷物置き場は大変混雑いたしますので、余裕をもってお越しください。
※一度預けられた荷物はレース終了後まで返却できません。
※荷物預け袋は忘れず必ずお持ちください。

荷物預け袋
ナンバーシール

A01234

荷物を預かるテントにナンバーがついています。ご自身のナン
バーカードに該当するテントにお預けください。
返却時はナンバーカードと照合して荷物を返却いたします。

荷物預かり場所でのご注意

更衣所（男女）

更衣所（男女）　
更衣所
（男女）

蓬莱家

サンきよすみ

吉島屋
みはらし亭

ふなつや

1 着替え・トイレ

2 荷物預け

山澄園

河口湖荘

荷物預け時間
6：30～8：45

荷物返却時間
各自フィニッシュ～16：00

選手収容バス降車場
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林作公園

小曲トンネル

手荷物預け・返却エリアは選手以外
立入禁止＆一方通行です。

代理の方による荷物預け・
受け取りはできません

荷物預け・受け取り
エリアから直接、
メイン会場へ

入口

出口

小曲トンネル

待ち合わせスポット
総合インフォメーション

■服装について　ナンバーカードが見える服装でご参加ください。

●富士山周辺は天候が変わりやすく、急に冷え込むことがあります。３時
間以上かかる選手は、Tシャツ、長袖シャツの用意をされることをお勧め
いたします。また、スタート前のウォーミングアップを怠らないでください。

※ナンバーカードは一番外側のウエアにつけてください。

フルマラソンメイン会場（河口湖畔船津・平浜エリア）　参加賞引き換え
フルマラソン案内①

大会前日 13:00 ～ 19:00
大会当日  7:00 ～ 16:00

3

■過去４年間の気温（℃）
最高気温 最低気温 平均気温

第１回 9.6 -3.2 2.3
第２回 14.0 0.5 8.1
第３回 11.0 1.5 7.2
第４回 10.6 -3.2 2.9
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スタート地点集合

選手収容バス降車場

立入禁止エリア

林作公園

医務本部

スタート整列：平浜、船津浜
ナンバーカードに書かれたブロック8：30までに整列してください。

ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

陸連登録男子
陸連登録女子
招待選手

3時間30分未満 4時間30分未満 4時間30分以上4時間未満

A B C D E

待ち合わせスポット
総合インフォメーション
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フルマラソンメイン会場（河口湖畔船津・平浜エリア）　スタート 当日 9：00

■競技規定

■注意事項

着替え
手荷物預け

6：30〜8：45

スタートブロックへの移動

スタートブロック閉鎖
8：30

開会式

8：40

スタート

9：00

必要なもの
■ナンバーカード
●陸連登録者、医療従事者は前後２枚。それ以外の一般ラン

ナーは、前面に一枚、番号がスタッフからよく見える位置
につけてください。

●氏名とナンバーを必ずご確認ください。　　　　　　　
■計測チップ
●本ご案内に同封するランラーズチップで記録計測を行いま

す。　　　
※計測チップをつけないで走ったり、途中で紛失した方は、

完走証を受け取ることができません。
※当日、ナンバーカード、ランナーズチップを紛失または忘

れた場合は「ナンバーカード・チップ忘れ案内所」にて有料
（1,500円）で再発行します。設置場所は26日、27日、両日
ともに参加賞引き渡しテント内「受付本部」になります。

①競技規則は平成28年度日本陸上競技連盟
規則及び本大会規則による。

②走者は道路の左側を走行する（一部右側通
行有）。

③各関門の制限時間超過の走者は競技を中
断する。各関門時間は、「■関門時刻」項目

（P6）を参照。
④競技の制限時間は出発合図（号砲）から6時

間とし、それ以降は競技を打ち切る。

⑤審判員が競技続行不可能と判断した場合、
または他の競技者の妨害（背走・変則走等）
になると判断した場合、その競技者に競技
を中止させることがある。

⑥大会の公式記録は、出発合図からの所要時
間である。

⑦伴走は障害等をお持ちの方で、許可されて
いる人以外は禁止します。また車両等の伴
走も禁止する。

①大会前日は体調管理に務め、レース中も体
調の悪いランナーは勇気をもってリタイア
してください。また具合の悪いランナーを
発見した場合、お近くの係員までご連絡く
ださい。

②主催者は、傷病や紛失、その他の事故につい
ては応急処置を除き一切責任を負いません。

③スペシャルドリンク（個人専用ドリンク）の
受付は行いません、

④所定の給水所以外での給水、給食によって

起こったトラブルについては、主催者では
責任を負いません。

⑤携帯用音楽プレーヤーなどを使用して走る
際は、スタッフの指示が聞こえる程度の音
量でお願いいたします。

⑥レース中、写真撮影などで急に立ち止まる
ことは危険です。周囲の状況を見てレース
をお楽しみ下さい。

⑦　トイレ以外で排せつ更衣を行ったことが
発覚した場合には、失格となります。

各スタートブロックは8：30
に閉鎖されます。間に合わ
なかった場合、最後尾からス
タートになります。

フルマラソン案内②

フルマラソン
スタートまでの流れ

8：30までに

※間に合わなかった場合、最後尾から
のスタートになります。
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■距離表示
スタートからゴールまで1km毎に表示いたします。

■計測ポイント
5ｋｍごととハーフで各個人のタイムが計測できるよう計測マッ
トを設置しております。公式コース上を走っていただければ自
然に通過チェックできるように設置をしております。通過しない
場合は、記録がとれず失格になる場合があります。途中でリタ
イアした場合は、フィニッシュエリア

（ゴールライン）を通過せず、コースア
ウトしてください。

■トイレ
会場内およびコース上に簡易トイレや
地元の方々のご協力のもと、お借りでき
るボランティアトイレがございます。案
内ボードを設置しておりますので、マ
ナーを守りトイレをご利用ください。

■関門時刻
❶河口湖大橋手前 11.0ｋｍ地点…10：40 
❷寺崎漁協駐車場 20.4km地点…12：00
❸西湖魚眠荘前 27.2km地点…12：54
❹西湖公民館前 30.2km地点…13：18
❺足和田出張所 35.0km地点…14：00
❻道の駅かつやま 37.6km地点…14：20

■途中棄権
リタイアのランナーは、手を上げて近くのスタッフに声をかけて
ください。

■給水・給食

コース高低図（42.195キロ）

フィニッシュ

山梨中央
銀行前

水
スポーツ
ドリンク

チョコレート
など

チョコレート
など

チョコレート
など

バナナ
チョコレート
など

吉田の
うどん
※13：30～

チョコレート
など

おにぎり
5000個
お味噌汁
5000杯
バナナ
パン

水
スポーツ
ドリンク

水
スポーツ
ドリンク

水
スポーツ
ドリンク

水
スポーツ
ドリンク

水
スポーツ
ドリンク

水
スポーツ
ドリンク

水
スポーツ
ドリンク

水
スポーツ
ドリンク

水
スポーツ
ドリンク

水
スポーツ
ドリンク

5.5km 8.9km 13km 16.4km 21.3km 21.8km 24.8km 27.9km 30.2km 34.2km 35.9km 38km

河口湖遊園 御坂路 戸沢
キャンプ場前

オート
キャンプ場前奥の湖前 役場

出張所前
西湖

いやしの里
西湖

公民館前
奥河口湖
マリン

文化洞
トンネル 勝山道の駅

バナナ
チョコレート
など

水
スポーツ
ドリンク

39km

河口湖遊園

給食

給水

給水所

6時間（午後3：00まで）

■制限時間

事故防止のため、競技終了後のランナーの車道走行を禁止します。
ネットタイム（スタート合図をしてから、各ランナーが実際にスタート
ラインを踏んだ時差）を考慮し、競技時間を延長することは認めま
せん。

※

制限時間はグロスタイム（号砲からの計測記録）による時間設定となります。※

本大会において、レースの安全管理と選手の危険防止のため、上記のように途中関
門を設けます。
●閉鎖時間を過ぎた時点でコース上に残っている選手は、次の関門地点で収容バス

に乗車するか、最後尾の収容バスに乗車してください。収容されたランナーは、フ
ルマラソンメイン会場の「選手収容バス降車場」（７ページ）で下車します。

●関門時間閉鎖前でも、審判員、医療スタッフが明らかに次の関門を通過できないと
判断した場合、競技中止を指示することががあります。　　

●関門を通過できなかったランナーのナンバーカードは回収させていただきます。審
判員の指示に従ってください。計測チップは持ち帰り可能です。

●各関門の制限時間にあわせ、交通規制解除の対象となるコースに最後尾の収容
バスを運行いたします。収容バスに追いつかれた場合は途中棄権（失格）扱いとな
ります。速やかにバスに乗車ください。

距離

※大会当日、給食の内容が変更になる場合があります。
※給水所にはゴミ箱が設置されているので、必ずその中に捨ててください。 
※本大会ではスペシャルドリンクの受付はありません。

※数に限りがございます。

ガストガスト

祝 富士山世界文化遺産登録
富士山マラソンは日本一美しいコースを目指します。

ご自由にお使い下さい。
～ お 願 い ～

お手洗い
Rest room

こちら の お 手 洗 い は 地 元 の 皆 様 の
ご協 力 の もと、お 借りして い ま す 。
皆 様 に 快 適 に お 使 い い た だ け ま す よう
ご協 力 の ほどよろしくお 願 いしま す 。

〈ボランティアトイレ看板例〉

フルマラソン
コースマップ

林作公園

小曲峠

医務本部 医務本部

総合インフォメーション

スタート・フィニッシュ
39km

24.8
km

30.2
km

35.9
km

給水

給食

トイレ 13km

16.4
km

5.5
km

8.9
km

21.8
km

21.3
km

34.2
km

27.9
km

表彰ステージ（平浜）

21キロ付近にそびえる巨大な壁！　富士山マラソン名物「地獄の上り坂」
に救世主現る！　最強応援団「山梨縣髙等學校應援連盟」による4時間に
わたる熱血応援パフォーマンスで、登りも下りも突き進め！　押忍！！

新設！ 熱血応援パフォーマンス !!
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判断した場合、競技中止を指示することががあります。　　

●関門を通過できなかったランナーのナンバーカードは回収させていただきます。審
判員の指示に従ってください。計測チップは持ち帰り可能です。

●各関門の制限時間にあわせ、交通規制解除の対象となるコースに最後尾の収容
バスを運行いたします。収容バスに追いつかれた場合は途中棄権（失格）扱いとな
ります。速やかにバスに乗車ください。

距離

※大会当日、給食の内容が変更になる場合があります。
※給水所にはゴミ箱が設置されているので、必ずその中に捨ててください。 
※本大会ではスペシャルドリンクの受付はありません。

※数に限りがございます。

ガストガスト

祝 富士山世界文化遺産登録
富士山マラソンは日本一美しいコースを目指します。

ご自由にお使い下さい。
～ お 願 い ～

お手洗い
Rest room

こちら の お 手 洗 い は 地 元 の 皆 様 の
ご協 力 の もと、お 借りして い ま す 。
皆 様 に 快 適 に お 使 い い た だ け ま す よう
ご協 力 の ほどよろしくお 願 いしま す 。
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レース終盤の38キロ地
点。心も体も残り時間
も限界ギリギリなラン
ナーに心強いエイドが
新 設！ 大 会 アン バ サ
ダー「でんぱ組.inc」も麵
づくりに参加する「富士
の麓のソウルフード」吉
田のうどんがふるまわ
れます。強い気持ちと
太い麵で完走めざせ！

復活 !! 吉田のうどんサービス！



フルマラソンメイン会場（河口湖畔船津・平浜エリア）　ゴール後 当日　各自フィニッシュ～16：00
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選手収容バス降車場

立入禁止エリア

林作公園

小曲トンネル

医務本部

待ち合わせスポット
総合インフォメーション
完走メダル配布ゾーン

表彰ステージ

とん汁サービス

荷物預け返却（16:00まで）

表彰受付ブース
公式リザルト掲示板

スタート

フィニッシュ

■記録証と日刊スポーツ特別号
　出場選手全記録新聞
公式記録（グロスタイム）の他に、参考タイムとしてスタートラ
イン通過時刻から計測したタイム（ネットタイム）と5kmごと
とハーフで計測したスプリットタイムを記載した記録証と、
日刊スポーツ特別号出場選手全記録新聞を後日送付しま
す。（12月下旬予定）
※記録証は制限時間完走者のみに発行し、制限時間外ランナー・
　途中棄権の方には発行いたしません。

大会前日は体調管理に務め、レース中も体調の
悪いランナーは勇気をもってリタイアしてくだ
さい。また具合の悪いランナーを発見した場合、
お近くの係員までご連絡ください。

主催者は、傷病や紛失、その他の事故につい
ては応急処置を除き一切責任を負いません。

■表彰

表彰式対象者へのご案内

年代別表彰対象者へのご案内

※表彰時間１０分前には表彰受付ブースにお集まりください。

陸連登録の部、一般の部をあわせた総合の部上位各3名の
男女を海外姉妹提携マラソンへご招待します。

■競技規定

❶

❷

競技規則は平成27年度日本陸上競技連盟規則
及び本大会規則による。
走者は道路の左側を走行する（一部右側
通行有）。
各関門の制限時間超過の走者は競技を中断
する。各関門時間は、「■関門時刻」項目
（P6）をご確認ください。
競技の制限時間は出発合図（号砲）から6
時間とし、それ以降は競技を打ち切る。
審判員が競技続行不可能と判断した場合、
または他の競技者の妨害（背走・変則走等）
になると判断した場合、その競技者に競技を
中止させることがある。
大会の公式記録は、出発合図からの所要時間
である。
伴走は障害等をお持ちの方で、許可されて
いる人以外は禁止します。また車両等の伴走
も禁止します。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

■注意事項

陸連登録男子　1位～6位
陸連登録女子　1位～6位

12：30～
13：00～

一般総合男子　1位～6位
一般総合女子　1位～6位

12：30～
13：00～

種目 表彰時間
陸連登録

一般

会場：河口湖畔平浜特設ステージ

表彰受付ブース前に上位成績者の
公式リザルトを掲示します。

一般男女各年代別1～6位入賞者には、表彰状と副賞を贈呈します。
下記引き渡し時間内に平浜特設ステージ横の「表彰受付ブース」に
お越しください。
※表彰式はございません。
※年代別１位の方は、「表彰受付ブース」にて写真撮影を行います。

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。
2. 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等、さらに主催者の責によ
らない事由での開催縮小・中止した場合、参加料・事務手数料の返
金はいたしません
3. 大会前日、当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻につい
て、主催者は一切責任を負いません。
4. 私は大会参加に伴い発生した交通費、宿泊費、日当に関してい
かなる理由の場合でも主催者からの返金および補塡を求めません。
5. 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。当日、体調がすぐれない場合は勇気をもって参
加辞退します。
6. 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。
7. 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。
8. 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。また補償は大会側が加
入した保険の範囲内であることを了承します。
9. 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。
10. 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、失格となります。また表
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。
11. 郵便事情、インターネット機器、回線の不具合による申し込みの
遅れについて、主催者は一切の責任を負いません。
12. インターネット申し込みの場合、ご利用の端末器、ブラウザソフト
によって申し込みできないことがあります。
13. 大会中の映像・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。
14. 広告目的で大会（コース上を含む）に企業名・商品名等を意味
する図案及び商標等、広告的なものを身につけたり表示することは
できません。
15. 屋外での排泄行為は刑罰法規に抵触します。大会中は主催者
が用意する仮設トイレ、公衆トイレ、地元ボランティアトイレ等の施設
を使用してください。大会には海外からも多くの役員・ランナーが参
加します。公共上のマナー、ルールを遵守してください。
16. 参加料等の領収書について 
・クレジット決済の場合 
　領収書の発行はいたしません。クレジット会社発行の「ご利用明

細書」または「請求書」をご利用ください。 
・コンビニエンスストアでのお支払いについて 
　領収書の発行はいたしません。お支払いの控えを領収書に代えさ
せていただきます。
17. 大会申込者の個人情報の取扱いは、下記に記載する主催者
の規約に則ります。 
～個人情報の取扱いについて～ 
・主催者は個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守

し、主催者の個人情報保護方針に基づき、参加者の個人情報を
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、記録通知などのサービスの提供に利用いたします。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。 

・大会参加者の生命または身体の安全上、緊急の場合は、上記以
外の目的で関係機関に情報を提供することがあります。

18. 会場周辺の公共・民間施設において施設所有者の同意のな
い駐車や路上駐車はおやめください。違法駐車はレッカー移動の対
象となる場合があります。レッカー移動にともなう費用は所有者の負
担となります。
19. その他大会に関する事項については主催者の指示に従ってく
ださい
20. 上記の申込同意規約の他、主催者が別途定める大会規約に
則り開催します。（齟齬がある場合は大会規約が優先します）。

大会規約

※表彰対象者がそろわない場合でも、表彰式を始める場合がありま
す。その場合、表彰対象者に贈られる賞品等は、表彰式終了後、直
接お渡しするか、後日発送にてお届けいたします。

表彰状・副賞引き渡し時間  12：30～15：00
※号砲からの計測記録（グロスタイム）での表彰となります。■記録証と日刊スポーツ特別号

　出場選手全記録新聞
公式記録（グロスタイム）の他に、参考タイムとしてスタートラ
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す。（12月下旬予定）
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　途中棄権の方には発行いたしません。

大会前日は体調管理に務め、レース中も体調の
悪いランナーは勇気をもってリタイアしてくだ
さい。また具合の悪いランナーを発見した場合、
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■表彰
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陸連登録の部、一般の部をあわせた総合の部上位各3名の
男女を海外姉妹提携マラソンへご招待します。

■競技規定

❶

❷

競技規則は平成27年度日本陸上競技連盟規則
及び本大会規則による。
走者は道路の左側を走行する（一部右側
通行有）。
各関門の制限時間超過の走者は競技を中断
する。各関門時間は、「■関門時刻」項目
（P6）をご確認ください。
競技の制限時間は出発合図（号砲）から6
時間とし、それ以降は競技を打ち切る。
審判員が競技続行不可能と判断した場合、
または他の競技者の妨害（背走・変則走等）
になると判断した場合、その競技者に競技を
中止させることがある。
大会の公式記録は、出発合図からの所要時間
である。
伴走は障害等をお持ちの方で、許可されて
いる人以外は禁止します。また車両等の伴走
も禁止します。

❶
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12：30～
13：00～

種目 表彰時間
陸連登録

一般

会場：河口湖畔平浜特設ステージ

表彰受付ブース前に上位成績者の
公式リザルトを掲示します。

一般男女各年代別1～6位入賞者には、表彰状と副賞を贈呈します。
下記引き渡し時間内に平浜特設ステージ横の「表彰受付ブース」に
お越しください。
※表彰式はございません。
※年代別１位の方は、「表彰受付ブース」にて写真撮影を行います。

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。
2. 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等、さらに主催者の責によ
らない事由での開催縮小・中止した場合、参加料・事務手数料の返
金はいたしません
3. 大会前日、当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻につい
て、主催者は一切責任を負いません。
4. 私は大会参加に伴い発生した交通費、宿泊費、日当に関してい
かなる理由の場合でも主催者からの返金および補塡を求めません。
5. 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。当日、体調がすぐれない場合は勇気をもって参
加辞退します。
6. 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。
7. 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。
8. 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。また補償は大会側が加
入した保険の範囲内であることを了承します。
9. 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。
10. 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、失格となります。また表
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。
11. 郵便事情、インターネット機器、回線の不具合による申し込みの
遅れについて、主催者は一切の責任を負いません。
12. インターネット申し込みの場合、ご利用の端末器、ブラウザソフト
によって申し込みできないことがあります。
13. 大会中の映像・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。
14. 広告目的で大会（コース上を含む）に企業名・商品名等を意味
する図案及び商標等、広告的なものを身につけたり表示することは
できません。
15. 屋外での排泄行為は刑罰法規に抵触します。大会中は主催者
が用意する仮設トイレ、公衆トイレ、地元ボランティアトイレ等の施設
を使用してください。大会には海外からも多くの役員・ランナーが参
加します。公共上のマナー、ルールを遵守してください。
16. 参加料等の領収書について 
・クレジット決済の場合 
　領収書の発行はいたしません。クレジット会社発行の「ご利用明

細書」または「請求書」をご利用ください。 
・コンビニエンスストアでのお支払いについて 
　領収書の発行はいたしません。お支払いの控えを領収書に代えさ
せていただきます。
17. 大会申込者の個人情報の取扱いは、下記に記載する主催者
の規約に則ります。 
～個人情報の取扱いについて～ 
・主催者は個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守

し、主催者の個人情報保護方針に基づき、参加者の個人情報を
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、記録通知などのサービスの提供に利用いたします。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。 

・大会参加者の生命または身体の安全上、緊急の場合は、上記以
外の目的で関係機関に情報を提供することがあります。

18. 会場周辺の公共・民間施設において施設所有者の同意のな
い駐車や路上駐車はおやめください。違法駐車はレッカー移動の対
象となる場合があります。レッカー移動にともなう費用は所有者の負
担となります。
19. その他大会に関する事項については主催者の指示に従ってく
ださい
20. 上記の申込同意規約の他、主催者が別途定める大会規約に
則り開催します。（齟齬がある場合は大会規約が優先します）。

大会規約

※表彰対象者がそろわない場合でも、表彰式を始める場合がありま
す。その場合、表彰対象者に贈られる賞品等は、表彰式終了後、直
接お渡しするか、後日発送にてお届けいたします。

表彰状・副賞引き渡し時間  12：30～15：00
※号砲からの計測記録（グロスタイム）での表彰となります。

■記録証と日刊スポーツ特別号
　出場選手全記録新聞
公式記録（グロスタイム）の他に、参考タイムとしてスタートラ
イン通過時刻から計測したタイム（ネットタイム）と5kmごと
とハーフで計測したスプリットタイムを記載した記録証と、
日刊スポーツ特別号出場選手全記録新聞を後日送付しま
す。（12月下旬予定）
※記録証は制限時間完走者のみに発行し、制限時間外ランナー・
　途中棄権の方には発行いたしません。

大会前日は体調管理に務め、レース中も体調の
悪いランナーは勇気をもってリタイアしてくだ
さい。また具合の悪いランナーを発見した場合、
お近くの係員までご連絡ください。

主催者は、傷病や紛失、その他の事故につい
ては応急処置を除き一切責任を負いません。

■表彰

表彰式対象者へのご案内

年代別表彰対象者へのご案内

※表彰時間１０分前には表彰受付ブースにお集まりください。

陸連登録の部、一般の部をあわせた総合の部上位各3名の
男女を海外姉妹提携マラソンへご招待します。

■競技規定

❶

❷

競技規則は平成27年度日本陸上競技連盟規則
及び本大会規則による。
走者は道路の左側を走行する（一部右側
通行有）。
各関門の制限時間超過の走者は競技を中断
する。各関門時間は、「■関門時刻」項目
（P6）をご確認ください。
競技の制限時間は出発合図（号砲）から6
時間とし、それ以降は競技を打ち切る。
審判員が競技続行不可能と判断した場合、
または他の競技者の妨害（背走・変則走等）
になると判断した場合、その競技者に競技を
中止させることがある。
大会の公式記録は、出発合図からの所要時間
である。
伴走は障害等をお持ちの方で、許可されて
いる人以外は禁止します。また車両等の伴走
も禁止します。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

■注意事項

陸連登録男子　1位～6位
陸連登録女子　1位～6位

12：30～
13：00～

一般総合男子　1位～6位
一般総合女子　1位～6位

12：30～
13：00～

種目 表彰時間
陸連登録

一般

会場：河口湖畔平浜特設ステージ

表彰受付ブース前に上位成績者の
公式リザルトを掲示します。

一般男女各年代別1～6位入賞者には、表彰状と副賞を贈呈します。
下記引き渡し時間内に平浜特設ステージ横の「表彰受付ブース」に
お越しください。
※表彰式はございません。
※年代別１位の方は、「表彰受付ブース」にて写真撮影を行います。

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。
2. 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等、さらに主催者の責によ
らない事由での開催縮小・中止した場合、参加料・事務手数料の返
金はいたしません
3. 大会前日、当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻につい
て、主催者は一切責任を負いません。
4. 私は大会参加に伴い発生した交通費、宿泊費、日当に関してい
かなる理由の場合でも主催者からの返金および補塡を求めません。
5. 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。当日、体調がすぐれない場合は勇気をもって参
加辞退します。
6. 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。
7. 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。
8. 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。また補償は大会側が加
入した保険の範囲内であることを了承します。
9. 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。
10. 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、失格となります。また表
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。
11. 郵便事情、インターネット機器、回線の不具合による申し込みの
遅れについて、主催者は一切の責任を負いません。
12. インターネット申し込みの場合、ご利用の端末器、ブラウザソフト
によって申し込みできないことがあります。
13. 大会中の映像・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。
14. 広告目的で大会（コース上を含む）に企業名・商品名等を意味
する図案及び商標等、広告的なものを身につけたり表示することは
できません。
15. 屋外での排泄行為は刑罰法規に抵触します。大会中は主催者
が用意する仮設トイレ、公衆トイレ、地元ボランティアトイレ等の施設
を使用してください。大会には海外からも多くの役員・ランナーが参
加します。公共上のマナー、ルールを遵守してください。
16. 参加料等の領収書について 
・クレジット決済の場合 
　領収書の発行はいたしません。クレジット会社発行の「ご利用明

細書」または「請求書」をご利用ください。 
・コンビニエンスストアでのお支払いについて 
　領収書の発行はいたしません。お支払いの控えを領収書に代えさ
せていただきます。
17. 大会申込者の個人情報の取扱いは、下記に記載する主催者
の規約に則ります。 
～個人情報の取扱いについて～ 
・主催者は個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守

し、主催者の個人情報保護方針に基づき、参加者の個人情報を
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、記録通知などのサービスの提供に利用いたします。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。 

・大会参加者の生命または身体の安全上、緊急の場合は、上記以
外の目的で関係機関に情報を提供することがあります。

18. 会場周辺の公共・民間施設において施設所有者の同意のな
い駐車や路上駐車はおやめください。違法駐車はレッカー移動の対
象となる場合があります。レッカー移動にともなう費用は所有者の負
担となります。
19. その他大会に関する事項については主催者の指示に従ってく
ださい
20. 上記の申込同意規約の他、主催者が別途定める大会規約に
則り開催します。（齟齬がある場合は大会規約が優先します）。

大会規約

※表彰対象者がそろわない場合でも、表彰式を始める場合がありま
す。その場合、表彰対象者に贈られる賞品等は、表彰式終了後、直
接お渡しするか、後日発送にてお届けいたします。

表彰状・副賞引き渡し時間  12：30～15：00
※号砲からの計測記録（グロスタイム）での表彰となります。

■記録証と日刊スポーツ特別号
　出場選手全記録新聞
公式記録（グロスタイム）の他に、参考タイムとしてスタートラ
イン通過時刻から計測したタイム（ネットタイム）と5kmごと
とハーフで計測したスプリットタイムを記載した記録証と、
日刊スポーツ特別号出場選手全記録新聞を後日送付しま
す。（12月下旬予定）
※記録証は制限時間完走者のみに発行し、制限時間外ランナー・
　途中棄権の方には発行いたしません。

大会前日は体調管理に務め、レース中も体調の
悪いランナーは勇気をもってリタイアしてくだ
さい。また具合の悪いランナーを発見した場合、
お近くの係員までご連絡ください。

主催者は、傷病や紛失、その他の事故につい
ては応急処置を除き一切責任を負いません。

■表彰

表彰式対象者へのご案内

年代別表彰対象者へのご案内

※表彰時間１０分前には表彰受付ブースにお集まりください。

陸連登録の部、一般の部をあわせた総合の部上位各3名の
男女を海外姉妹提携マラソンへご招待します。

■競技規定

❶

❷

競技規則は平成27年度日本陸上競技連盟規則
及び本大会規則による。
走者は道路の左側を走行する（一部右側
通行有）。
各関門の制限時間超過の走者は競技を中断
する。各関門時間は、「■関門時刻」項目
（P6）をご確認ください。
競技の制限時間は出発合図（号砲）から6
時間とし、それ以降は競技を打ち切る。
審判員が競技続行不可能と判断した場合、
または他の競技者の妨害（背走・変則走等）
になると判断した場合、その競技者に競技を
中止させることがある。
大会の公式記録は、出発合図からの所要時間
である。
伴走は障害等をお持ちの方で、許可されて
いる人以外は禁止します。また車両等の伴走
も禁止します。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

■注意事項

陸連登録男子　1位～6位
陸連登録女子　1位～6位

12：30～
13：00～

一般総合男子　1位～6位
一般総合女子　1位～6位

12：30～
13：00～

種目 表彰時間
陸連登録

一般

会場：河口湖畔平浜特設ステージ

表彰受付ブース前に上位成績者の
公式リザルトを掲示します。

一般男女各年代別1～6位入賞者には、表彰状と副賞を贈呈します。
下記引き渡し時間内に平浜特設ステージ横の「表彰受付ブース」に
お越しください。
※表彰式はございません。
※年代別１位の方は、「表彰受付ブース」にて写真撮影を行います。

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。
2. 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等、さらに主催者の責によ
らない事由での開催縮小・中止した場合、参加料・事務手数料の返
金はいたしません
3. 大会前日、当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻につい
て、主催者は一切責任を負いません。
4. 私は大会参加に伴い発生した交通費、宿泊費、日当に関してい
かなる理由の場合でも主催者からの返金および補塡を求めません。
5. 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。当日、体調がすぐれない場合は勇気をもって参
加辞退します。
6. 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。
7. 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。
8. 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。また補償は大会側が加
入した保険の範囲内であることを了承します。
9. 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。
10. 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、失格となります。また表
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。
11. 郵便事情、インターネット機器、回線の不具合による申し込みの
遅れについて、主催者は一切の責任を負いません。
12. インターネット申し込みの場合、ご利用の端末器、ブラウザソフト
によって申し込みできないことがあります。
13. 大会中の映像・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。
14. 広告目的で大会（コース上を含む）に企業名・商品名等を意味
する図案及び商標等、広告的なものを身につけたり表示することは
できません。
15. 屋外での排泄行為は刑罰法規に抵触します。大会中は主催者
が用意する仮設トイレ、公衆トイレ、地元ボランティアトイレ等の施設
を使用してください。大会には海外からも多くの役員・ランナーが参
加します。公共上のマナー、ルールを遵守してください。
16. 参加料等の領収書について 
・クレジット決済の場合 
　領収書の発行はいたしません。クレジット会社発行の「ご利用明

細書」または「請求書」をご利用ください。 
・コンビニエンスストアでのお支払いについて 
　領収書の発行はいたしません。お支払いの控えを領収書に代えさ
せていただきます。
17. 大会申込者の個人情報の取扱いは、下記に記載する主催者
の規約に則ります。 
～個人情報の取扱いについて～ 
・主催者は個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守

し、主催者の個人情報保護方針に基づき、参加者の個人情報を
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、記録通知などのサービスの提供に利用いたします。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。 

・大会参加者の生命または身体の安全上、緊急の場合は、上記以
外の目的で関係機関に情報を提供することがあります。

18. 会場周辺の公共・民間施設において施設所有者の同意のな
い駐車や路上駐車はおやめください。違法駐車はレッカー移動の対
象となる場合があります。レッカー移動にともなう費用は所有者の負
担となります。
19. その他大会に関する事項については主催者の指示に従ってく
ださい
20. 上記の申込同意規約の他、主催者が別途定める大会規約に
則り開催します。（齟齬がある場合は大会規約が優先します）。

大会規約

※表彰対象者がそろわない場合でも、表彰式を始める場合がありま
す。その場合、表彰対象者に贈られる賞品等は、表彰式終了後、直
接お渡しするか、後日発送にてお届けいたします。

表彰状・副賞引き渡し時間  12：30～15：00
※号砲からの計測記録（グロスタイム）での表彰となります。
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ランナー以外の方はフィニッシュ
エリアに入ることができません。
フィニッシュ後は、速やかに完走
メダルを受け取ってください。

※リタイアして収容バスに乗っ
た選手はここで下車します。

フルマラソン案内③


