
申込方法

申込規約

新型コロナウイルス感染症予防対策

交通規制解除　12時40分
種　目 関　門 距　離 場　所 スタート後（閉鎖時間）

Ⅰ部
ハーフ

マラソン

スタート － 島根県民会館（北側） 10時02分
第1関門 5.0㎞ 末次公園前 34分（10時36分）
第2関門 10.0㎞ 折り返し後約600ｍ 73分（11時15分）
第3関門 15.0㎞ くにびき大橋北詰・くにびきメッセバス停前 108分（11時50分）
第4関門 18.5㎞ 城北通り春日交差点 133分（12時15分）
フィニッシュ 21.0975㎞ 松江城大手前 150分（12時32分）

Ⅱ部
10㎞

スタート － 島根県民会館（西側） 11時07分
第1関門 3.9㎞ くにびき大橋北詰・くにびきメッセバス停前 43分（11時50分）
第2関門 7.4㎞ 城北通り春日交差点 68分（12時15分）
フィニッシュ 10.0㎞ 松江城大手前 85分（12時32分）

種　目 定　員 スタート時刻 スタート場所 参　加　料 参加資格

Ⅰ部 ハーフマラソン 300人 10時02分～ 島 根 県 民 会 館
（　北　　側　） 4，500円 18歳以上の女子

（令和5年4月1日時点）

Ⅱ部 10㎞ 900人 11時07分～ 島 根 県 民 会 館
（　西　　側　） 4，500円 16歳以上の男女

（令和5年4月1日時点）

Ⅲ部 ジョギング２.６㎞ 600人 10時20分～ 島 根 県 民 会 館
（　北　　側　）

一般

高校生  

小・中学生

3,000円

2,200円

1,200円

小学生以上の男女

Ⅳ部 ちびっこマラソン1.0㎞ 550人 10時27分～
（学年別に随時スタート）

島 根 県 民 会 館
（　東　　側　） 1,200円 小学1年生～6年生の男女

※申込日の在籍学年

２０22年度日本陸上競技連盟競技規則
及び本大会の申し合わせ事項によります。

競　技　規　則

部門別に1～3位に賞状・賞杯を、4～8位に賞状を
贈ります。
＜女　子＞総合の部、２９歳以下の部、３０歳代の部、

４０歳代の部、５０歳代の部、６０歳以上の部

部門別に1～3位に賞状・賞杯を贈ります。
＜男女別＞高校生の部、29歳以下の部、30歳代の部、

40歳代の部、50歳代の部、60歳以上の部

表彰なし
部門別に1～3位に賞状・メダル、4～8位に賞状を
贈ります。

Ⅰ部

Ⅱ部

Ⅲ部
Ⅳ部

●参加者は健康管理に十分注意し、各自の責任において参加してください。
●車椅子利用者、その他障がいのある方で介助が必要と思われる方は、必ずその旨を事務局にご連絡ください。なお、レース用の車いす

での参加はできません。
●会場周辺の駐車場が十分ではありませんので、公共交通機関をご利用ください。
●手荷物は自己責任で管理してください。盗難、紛失等の責任は負いません。
●大会当日の競技に参加できない場合、受付でアスリートビブス（ナンバーカード）は返却し、参加賞をお受け取りください。レースに参加

され途中で棄権された場合、大会本部へアスリートビブス（ナンバーカード）についているリグ（チップ）を返却ください。
●リグ（チップ）の返却がない場合、実費負担していただきます。（2,200円＋消費税＝2,420円）
制限時間・関門閉鎖
●交通規制の速やかな解除のため、１２時３２分ですべての競技を終了いたします。
●Ⅰ部ハーフマラソンコース途中に４箇所、Ⅱ部１０kmコース途中に２箇所の関門を設置します。
●閉鎖時間までに各関門、フィニッシュ地点を通過できない選手は、速やかに競技を中止して交通規制解除の妨げとならないよう、係員の

指示にしたがってください。収容車にてフィニッシュ地点まで送ります。
●『足止め』マラソンコース周辺の交通への影響を緩和するため、以下の地点で先頭選手通過から一定時間経過した後に、審判長の判断

で、審判員・警察官・大会役員などにより足止め（ランナーストップ）を行う場合があります。（足止め箇所：袖師交差点6km付近等）

開催日 雨天決行令和5年３月19日㈰
島根県民会館　3月18日（土） １5時00分～19時00分
 3月19日（日） 　８時00分～　９時00分

受 付

■参加料には傷害保険料が含まれております。（※新型コロナウイルス感染症は保険適用外）

第40回大会より

表　　彰

注 意 事 項

参加申込みはインターネットのみ、先着順で受け付けます。定員になり次第、締め切ります。
※払込取扱票による郵便局からのお申し込みは受け付けておりません。
　必ずインターネットでお申込みください。
参加申込みいただいた方には後日、参加証を送付（3月上旬発送予定）いたしますので、大会前日又は当日の受付時に必ずご持参く
ださい。

問合せ先

第44回 岸清一賞　国際文化観光都市

募集要項
撮影：ＫＳＰ．ｆ６４

※参加者全員に参加賞を贈ります。
※大会結果確定後はWeb完走証をダウンロ

ードできます。

●パソコンまたはスマートフォンからランニングポータルサイト「ＲＵＮＮＥＴ」にアクセスし、大会エントリーページに従って
お申込みください。

★申込み時にユーザー登録が必要になります。未登録の方は事前に会員登録をしてください。（登録料：無料）
★参加料のお支払い時には別途手数料が必要です。（参加料4,000円以下 手数料220円 4,001円以上 参加料の5.5％）
★支払方法は、お申込みの際にお選びいただけます。（クレジットカード、コンビニエンスストア等）
★参加料のお支払いが確認された時点で完了となります。コンビニエンスストアでのお支払いを選択される方は、お支払期限日までに必ずお支払

いください。
★公益財団法人日本陸上競技連盟の登録者については、加盟する陸上競技協会名（都道府県名）及び登録番号を入力してください。入力されない

場合は、記録が公認されません。

◆インターネット

まつえレディースハーフマラソン大会ホームページ（https://www.matsue-ladies-half.com）の
【お申込み（エントリーサイト）】からも「ＲＵＮＮＥＴ」にアクセスいただけます。

https://runnet.jp/ RUNNET 検 索

【申込締切】令和５年２月１日（水）

大会申込に際して、下記の申込規約に同意のうえ、ご参加ください。
●18歳未満の方の参加は、保護者の同意が必要です。
●主催者は、傷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。
●地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病・感染症等のほか、主催者の責によらない事由により開催を中止する場合は、中止までに要した費用等を勘

案し、返金額（QUOカード・記念品等を含む）を決定します。手数料については、返金いたしません。
●自己都合による申し込み後の種目変更及びキャンセルは出来ません。また、過剰入金･重複入金については、返金いたしません。入金の際には間違

いのないよう注意してください。
●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。
●レース中に緊急車両等の通行がある場合、該当車両を優先させます。
●エントリーする前に必ず 「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」をご確認いただき、同意、了承したうえでお申込みください。
●日本陸上競技連盟（JAAF）が示す「ロードレース開催についてのガイダンス」等に準じて実施します。
●主催者は、上記申込規約の他、大会規約に則って開催します。

本大会は、スポーツ庁が示す「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」、公益財団法人日本陸上競技連盟が示す「陸上競技活動開催
のガイダンス」・「ロードレース開催についてのガイダンス」に基づき、感染症予防対策を講じたうえで、開催します。
　なお、今後の感染拡大状況によっては大会を中止する場合がありますので、ご了承ください。

①大会への参加は、国内居住者に限り、次の項目に該当する場合（者）は参加の辞退をお願いします。
　・新型コロナウイルスの陽性が判明した場合

症状のある場合は大会開催日の11日前、症状がない場合は大会開催日の９日前の時点もしくはそれ以降にＰＣＲ検査もしくは抗原検査で陽性反応があった場合。
　・濃厚接触者の場合
　　保健所から濃厚接触者と認められ、７日間にわたり健康状態を観察する期間を要する場合。
②３密（密閉・密集・密接）を避けてください。
③大会開催日の前日及び大会開催日は大会関係者以外は島根県民会館に入れません。受付等は必ず本人が行ってください。ただし、小学生の付き添いに

ついては原則大人１名の入場を認めます。
④マスクの着用、こまめな手洗い及び手指消毒を行う等、感染対策に十分配慮してください。
⑤「体調管理チェックシート」による健康管理を行ってください。「体調管理チェックシート」は後日郵送いたします。「体調管理チェックシート」に該当する

項目が一つでもあった場合または、37.5℃以上の発熱が認められた場合は、参加の辞退をお願いします。また、大会開催日に体温が37.5℃以上の場合
は参加できません。これらの場合は参加料を返金いたしませんので、ご了承ください。

⑥大会当日の体温が37.4℃以下のランナーにリストバンドを渡しますので、必ず装着してください（リストバンドの装着がなければスタートラインに並べま
せん）。

⑦感染症対策の観点からゴミ箱は設置しませんので、ゴミはお持ち帰りください。
⑧コース沿道での応援は、感染症予防対策を行ったうえでお願いします。
⑨今大会では、３密を避けるため、にぎわい市は行いません。
⑩大会終了後、２週間以内に新型コロナウイルスの感染が確認された場合（陽性の場合）は、実行委員会事務局にご報告ください。
⑪新型コロナウイルス感染症は、傷害保険の適用外となりますのでご了承ください。

今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により感染症予防対策の内容を変更した場合、大会ホームページでお知らせいたします。
その他、詳細については、まつえレディースハーフマラソン大会ホームページに記載の「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」をご覧くだ
さい。

「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」は、まつえレディースハーフマラソン大会ホームページ（https://www.matsue-ladies-half.com）
に記載してあります。

※

※
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●地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病・感染症等のほか、主催者の責によらない事由により開催を中止する場合は、中止までに要した費用等を勘

案し、返金額（QUOカード・記念品等を含む）を決定します。手数料については、返金いたしません。
●自己都合による申し込み後の種目変更及びキャンセルは出来ません。また、過剰入金･重複入金については、返金いたしません。入金の際には間違

いのないよう注意してください。
●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。
●レース中に緊急車両等の通行がある場合、該当車両を優先させます。
●エントリーする前に必ず 「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」をご確認いただき、同意、了承したうえでお申込みください。
●日本陸上競技連盟（JAAF）が示す「ロードレース開催についてのガイダンス」等に準じて実施します。
●主催者は、上記申込規約の他、大会規約に則って開催します。

本大会は、スポーツ庁が示す「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」、公益財団法人日本陸上競技連盟が示す「陸上競技活動開催
のガイダンス」・「ロードレース開催についてのガイダンス」に基づき、感染症予防対策を講じたうえで、開催します。
　なお、今後の感染拡大状況によっては大会を中止する場合がありますので、ご了承ください。

①大会への参加は、国内居住者に限り、次の項目に該当する場合（者）は参加の辞退をお願いします。
　・新型コロナウイルスの陽性が判明した場合

症状のある場合は大会開催日の11日前、症状がない場合は大会開催日の９日前の時点もしくはそれ以降にＰＣＲ検査もしくは抗原検査で陽性反応があった場合。
　・濃厚接触者の場合
　　保健所から濃厚接触者と認められ、７日間にわたり健康状態を観察する期間を要する場合。
②３密（密閉・密集・密接）を避けてください。
③大会開催日の前日及び大会開催日は大会関係者以外は島根県民会館に入れません。受付等は必ず本人が行ってください。ただし、小学生の付き添いに

ついては原則大人１名の入場を認めます。
④マスクの着用、こまめな手洗い及び手指消毒を行う等、感染対策に十分配慮してください。
⑤「体調管理チェックシート」による健康管理を行ってください。「体調管理チェックシート」は後日郵送いたします。「体調管理チェックシート」に該当する

項目が一つでもあった場合または、37.5℃以上の発熱が認められた場合は、参加の辞退をお願いします。また、大会開催日に体温が37.5℃以上の場合
は参加できません。これらの場合は参加料を返金いたしませんので、ご了承ください。

⑥大会当日の体温が37.4℃以下のランナーにリストバンドを渡しますので、必ず装着してください（リストバンドの装着がなければスタートラインに並べま
せん）。

⑦感染症対策の観点からゴミ箱は設置しませんので、ゴミはお持ち帰りください。
⑧コース沿道での応援は、感染症予防対策を行ったうえでお願いします。
⑨今大会では、３密を避けるため、にぎわい市は行いません。
⑩大会終了後、２週間以内に新型コロナウイルスの感染が確認された場合（陽性の場合）は、実行委員会事務局にご報告ください。
⑪新型コロナウイルス感染症は、傷害保険の適用外となりますのでご了承ください。

今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により感染症予防対策の内容を変更した場合、大会ホームページでお知らせいたします。
その他、詳細については、まつえレディースハーフマラソン大会ホームページに記載の「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」をご覧くだ
さい。

「新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」は、まつえレディースハーフマラソン大会ホームページ（https://www.matsue-ladies-half.com）
に記載してあります。

※

※



◆主催 松江市・公益社団法人日本学生陸上競技連合・松江市教育委員会
一般財団法人島根陸上競技協会・山陰中央テレビジョン放送株式会社
国際文化観光都市まつえレディースハーフマラソン実行委員会

◆後援 島根県・島根県教育委員会・公益財団法人松江体育協会
NHK松江放送局・山陰中央新報社・中国新聞社・産経新聞社・朝日新聞松江総局
読売新聞松江支局・毎日新聞松江支局・山陰ケーブルビジョン

◆主管 松江市陸上競技協会 ◆運営協力 中国四国学生陸上競技連盟

◆協賛
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Ⅰ部 ハーフマラソン JAAF/WA公認コース

Ⅱ部 10㎞ JAAF/WA公認コース3 19
問合せ先

国際文化観光都市 まつえレディースハーフマラソン実行委員会事務局
〒690-0826 松江市学園南1-21-1　松江市総合体育館内
TEL．（0852）22ｰ7607   FAX．（0852）３３ー７６６７

JAしまね

JAしまね

ラパン

日本赤十字社
JAしまね

JAしまね

個人情報の取り扱いについて

まつえレディースハーフマラソンと併催される第26回日本学生女子
ハーフマラソン選手権大会に参加を希望される学生は、日本学生陸
上競技連合に問合せください。

公益社団法人　日本学生陸上競技連合
〒151ｰ0053
　東京都渋谷区代々木1ｰ58ｰ11中沢ビル2階
TEL．03ｰ5304ｰ5542　FAX．03ｰ5304ｰ5569

問合せ先

　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、次回大会への案内、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。
　大会会場にて新型コロナウイルスの感染者または、その疑いのある方が発見された場合は、「体調管理チェックシート」の提出を求める
場合があります。また、エントリーの際に登録いただいた個人情報を保健所等に提供することがあります。取得した個人情報は大会終了後
１か月保管し、保管期間を過ぎた当該情報は、適正かつ速やかに廃棄します。

附属後期課程

附属後期課程


