
申込期間  ①区民先行エントリー（区内在住者のみ） ）金（13/8～）月（32/7  ーリトンエ般一②）火（3/7～）水（31/6 

大会HP  https://minato-half.jp MINATOシティハーフ　　 検索
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港区ならではの
都心コース
コースは港区立芝公園周辺か
らスタートし、東京タワーで
フィニッシュ。

応援も楽しい！
往復コースなので
応援が楽しい！

JR 線・東京モノレール▶浜松町駅から徒歩10分
都営地下鉄三田線▶御成門駅から徒歩3分、芝公園駅から徒歩3分
都営地下鉄浅草線・大江戸線▶大門駅から徒歩5分
都営地下鉄大江戸線▶赤羽橋駅から徒歩7分
※参加者用の駐車場・駐輪場はありません。

スタートエリア周辺までのご案内 大会についてのお問い合わせ

港区マラソン実行委員会事務局
〒107-0052 港区赤坂四丁目18番13号　赤坂コミュニティーぷらざ２Ｆ
（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団内　マラソン課
電話（03）5770-1400 ／ Fax（03）5770-6884
【平日の午前８時30分～午後５時15分】
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3歴史と文化の町
『港区』
アフターレースは歴史と文化
の町「港区」を堪能。
話題のお店に立ち寄る楽しみ
も！

申込規約

※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。
1. 自己都合による申込後の種目の変更、キャンセル、権利譲渡、名義変更はできません。ただし、権利譲渡（ゆ
　ずれ～る）対象種目の場合に限り、申込後の出走権譲渡ができるものとします。
2. 過剰入金、重複入金、複数種目申込みの際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は、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あります。その場合
　は主催者が定める方法により返金します。
3. 地震、風水害、降雪、事件、事故、疫病等による開催縮小・中止、参加料返金の有無・額等については、その
　都度主催者が判断し、決定します。
4. 参加者は、あらかじめ、医師の健康診断を受けるなど、心疾患、疾病等を含め、健康に留意し、十分なトレーニ
　ングをして大会に臨んでください。傷病、事故等に対し、自己の責任において大会に参加するものとします。
5. 競技中、緊急車両の通行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。また、主催者が
　競技続行に支障があると判断する場合、競技を中止することがあります。参加者は、主催者の安全管理、大会
　運営上の指示に従うものとします。
6. 参加者は、競技中に傷病が発生した場合、主催者による応急手当を受けるものとします。
7. 大会開催中の事故、傷病への補償は、主催者が加入する保険の範囲内の対応とします。主催者は、参加者の疾病、
　その他の事故、盗難、紛失に際し、応急処置は行いますが、責任は一切負わないものとし、参加者は、主催者
　に対する損害賠償等の請求は行わないものとします。
8. 参加者は、大会に申し込むに当たり、家族や親族、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）による、本大会への参加の承諾を得るものとします。
9. 年齢、性別、記録等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）は認めません。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、主催者の決定に従うものとします。また、主催者は、虚偽申告、代
　理出走者に対する救護、返金等一切の責任を負いません。
10. ご利用の端末機、OS、ブラウザソフトによってはお申込みできないことがあります。なお、インターネット回線
　　の不具合などによるお申込みの遅れ等について、主催者は一切の責任を負いません。
11. 大会の映像、写真、記事、記録等において、参加者の氏名、年齢、性別、記録、肖像等の個人情報を、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、利用することがあります。その掲載権、使用権
　　は主催者に帰属します。
12. 参加者による個人情報の取扱いについては、大会規約に規定するとおりとします。
13. 参加者は、上記の申込規約のほか、主催者が別途定める大会規約を遵守するものとします（齟齬がある場合は
　　大会規約を優先します）。

〈日本陸上競技連盟公認大会申請中〉

【ハーフマラソン】
・障害を持つ方（大会当日に満 18 歳以上で制限時間内に完走できる者）で単独走行が困難な場合は、伴走者１名
  をつけることができます（盲導犬の伴走はできません）。この場合、伴走者の参加費は無料ですが、伴走者の記録
  は計測されません（伴走者がエントリーしている場合は除く）。
  なお、車いすでの参加はできません。
【ファンラン】
・単独走行が困難な場合は、伴走者１名をつける
  ことができます（盲導犬の伴走はできません）。
・生活用車いすやベビーカーでの参加も可能で
  す。ただし、競技用車いすでの参加はできません。

障害のある人も
ご参加
いただけます



大会規約

1. 本大会は関連する法令等を遵守し、各種規約等に則って開催します。
2. 主催者は下記の事項において一切の責任を負いません。
　(1) 怪我、疾病及びその他の事故
　(2) 盗難、紛失及び毀損
　(3) 大会当日の公共交通機関等の事故、遅延による遅刻及び遅刻により出走ができないこと
3. 主催者は大会を安全に開催するため、大会会場及びコース上等において規制を行います。
4. 大会に関する事項については、大会主催者、役員及びスタッフの指示に従ってください。指示に従わない時は失
　格となる場合があります。
5. 公序良俗に反する服装や他の参加者の走行の危険・迷惑となる服装等、主催者が大会の運営に支障があると判
　断した際は着替えていただく場合があります。
6. スタート前及び走行中のアルコール摂取及びアルコール類の提供を受けることは禁止です（失格となります）。飲
　酒しての走行が判明したときは、失格となります。
7. 参加者は公共のマナー及び競技ルールを遵守してください。
8. 大会当日、参加選手は、健康保険証 ( 写し)をご持参ください。
9. 大会当日は空撮用に限らずマルチコプター、ドローン、ラジコンヘリ等の無人航空機について、大会会場周辺の
　上空を飛行させることはできません。
10. 主催者は、大会開催時間中、スポーツ傷害保険に加入します。
11. 大会出場中、参加者が疾病、怪我等により、医師が競技継続困難と判断した場合は、医師が競技を中断させる
　   ことがあります。その場合は、医師の指示に従ってください。
12. 救護スタッフから補助を受けなければ走行続行不可能な場合は、リタイアとみなし失格とします（点滴や車いす
　   の使用が必要な場合）。最終的に続行可能かどうかは、現場の医師や救護スタッフが判断しますので指示に従っ
　   てください。また、医師や救護スタッフからリタイア（失格）となる旨をランナー本人に確認してから治療処置
　   に入ることがあります。
13. 大会当日は送迎も含め、車、オートバイでの来場はできません。（駐車場はありません）
14. 参加者は障害の程度に応じて、伴走者 1名を伴うことができます。この場合、伴走者の参加費は無料ですが、
　   伴走者の記録は計測されません（伴走者がエントリーしている場合は除く）。
15. 盗難、置き引き防止のため、貴重品は各自の責任で管理してください。
16. 大会中の映像、写真、記事、記録、位置情報、申込者の氏名、年齢、住所（国内、都道府県名または区市町村名）
　   等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権と肖像権は主催者に属します。
17. 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、以
　   下のとおり個人情報を取り扱います。
　  (1) 取り扱う個人情報
　　    氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、国籍、緊急連絡先氏名・
　　    電話番号・本人との関係、記録、所属、位置情報、診療情報等
　  (2) 利用目的
　　    大会参加者へのサービス及び安全の向上を目的とし、参加案内の送付、記録通知、関連情報の通知、大会
　　      協賛・協力・関係団体からの情報提供、記録発表（大会ホームページ、ランキング等）、保険、診療等に利
　　      用いたします。
　  (3) 第三者提供を行う場合
　　    本大会運営にかかわる範囲内で関連事業者及び委託業者へ提供する必要がある場合、保険加入の申請のた
　　    めに保険会社より提供を求められた場合、診察に関わる情報を学術の目的で使用する場合、記録に関わる情
　　    報をテレビ、新聞、雑誌、インターネット等へ掲載する場合に第三者提供を行います。

港区では、ＭＩＮＡＴＯシティハーフマラソンの沿道によるイベントを充実させるなど、参加者のみならず、誰もが

楽しむことができるマラソン大会の実現に向けて、「港区版ふるさと納税制度」を活用した寄付を広く募集しています

（寄付充当事業名は「港区マラソン」）。

港区の持つ魅力を世界に発信していくため、皆さまの応援をよろしくお願いいたします。

開催要項

大会名 MINATOシティハーフマラソン2018

開催日 2018年12月２日（日曜日）※雨天決行

主　催 港区マラソン実行委員会、港区陸上競技協会

主　管 港区陸上競技協会

スタート会場 港区立芝公園周辺

フィニッシュ会場 ハーフマラソン　東京タワー／ファンラン　都立芝公園（港区立みなと図書館西側）

種目、定員、
参加資格、
大会参加料等

（１）ハーフマラソンについては、港区立芝公園周辺をスタート地点とし、日比谷通り、桜田通り、外堀通り、第一京浜
　 などの幹線道路を通り、フィニッシュ地点は、東京タワー周辺を予定しています。
　 ※日本陸連公認コース申請中　※大会コースについては、今後、変更することがあります。
（２）ファンランについては、港区立芝公園周辺をスタート地点とし、日比谷通りを北上後、一部、区道を走るコースです。
　 フィニッシュ地点は、港区立みなと図書館西側の都立芝公園内を予定しています。
　 ※大会コースについては、今後、変更することがあります。

※ 1グロスタイムとは、スタートの号砲から、フィニッシュラインを通過するまでのタイムです。
※ 2ネットタイムとは、スタートラインを通過してから、フィニッシュラインを通過するまでのタイムです。
・ハーフマラソンは、障害のある人もご参加いただけます。ただし、車いすでの参加はできません。
・ファンランについて、未就学児が参加する場合は、保護者等による伴走が必要です。
・ハーフマラソンにおけるブロックの割当は、申込者による自己申告（タイム順）とします（陸連登録者の部は除く）。
・ハーフマラソンの大会出場者について、インターネット（RUNNET）を用いてお申込みいただく場合、大会参加料
  とは別に、257 円／人（お仲間エントリーの場合は申込合計金額の 5.15％）の手数料をご負担いただきます。ファ
  ンランの大会出場者については、上記手数料を免除し、実行委員会事務局が同手数料を負担します。

種目 ハーフマラソン（21.0975km）
〈日本陸上競技連盟公認大会申請中。現時点では、公認大会、公認コースではありません。〉

ファンラン
（約1.5km）

部門 陸連登録者の部
一般の部

ーーーー
30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

定員 5,000名 500名

スタート方法 複数のブロックに区分し、スタートします（ウェーブスタート）。 一斉スタート

制限時間 各ブロックのスタートから 150分 30分

スタート時刻 午前8時30分 午前8時50分

参加料金 5,000円 500円

参加資格 大会当日に満18歳以上で制限時間内に完走できる者
年齢制限なし
（競技用車いす
は不可。生活用
車いすは可）

表彰
陸連登録者の部 一般の部

表彰はありません
男女 1～ 8位
※ 1グロスタイム

男女 1～ 8位
※ 1グロスタイム

男女年代別 1～ 8位
※ 2ネットタイム

記録 制限時間内完走者は5km毎のスプリット入り完走証がダウンロード可能 計測はありません

参加賞 Tシャツ 記念品

後　援 スポーツニッポン新聞社

競技規則 本大会は2018年日本陸上競技連盟競技規則及び大会規定により行います。

ナンバーカード等
の交付方法

ナンバーカードやタイム計測用のチップ等については、大会出場者に対して、11月中旬頃に送付します。
大会会場でのナンバーカードの交付及び受付はありませんので、ナンバーカードを装着した上で、所定の時刻までに
指定場所へお越しください。詳細は大会 2週間前の参加案内にてお知らせします。

コース

大会出場者の
募集方法等

関門と給水所 （１）関門（計４か所）
　　①　9時 15 分：   約 4.5km地点　② 10 時 05 分：約 11.5km地点
　　③ 10 時 30 分：約 15.5km地点　④ 10 時 55 分：約 17.5km地点
　　※関門時間と場所は変更することがあります。詳細は大会約２週間前の参加案内にてお知らせします。
（２）給水所（計７か所）
　　5km以降、約 2.5km毎に設置予定

● Kiss ポート財団事務局　港区赤坂四丁目１８番１３号　赤坂コミュニティーぷらざ２F
●港区企画課　港区芝公園一丁目５番２５号４F　（窓口番号４０５）

出走権を譲渡できるサービス　　　　　　　　　の対象大会です。出走権を譲りたい方、締め切り後の大会にエント
リーしたい方は下記期間に手続きを行ってください。詳しくはRUNNETにてご確認ください。
〈ゆずれ～るエントリー締切日〉2018年9月2日（日） ゆずれ～る　　　 検索

①港区民先行エントリー（港区在住者のみ）
申込期間

２０１８年６月１３日（水）午前８時３０分～
　　 ７月３日（火）午後１１時５９分

※ただし、専用申込用紙による窓口での申込みは、
　平日の午前８時３０分～午後５時１５分。

②一般エントリー
申込期間

２０１８年７月２３日（月）午後８時～
　　　８月３１日（金）午後１１時５９分

入金確認後、参加決定 入金確認後、参加決定

先着順受付 先着順受付

インターネット（RUNNET）のみ

パソコン、スマートフォンから下記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。
※RUNNETを初めて利用する方は事前に会

員登録が必要です（無料）。
大会ホームページ

https://minato-half.jp

支払期日内にエントリーページで選択
した支払方法にて参加料金をお支払い
※支払い期日内に入金が確認できなかった場合、
受付は無効となりますのでご注意ください。

窓口にて
参加料金を
お支払い

専用申込用紙

インターネット申込みが
困難な方は「Kiss ポート
財団事務局」または「港
区企画経営部企画課オリ
ンピック・パラリンピック
推進担当」の窓口にてお
申し込みください。

インターネット（RUNNET）

パソコン、スマートフォンから下記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。
※RUNNETを初めて利用する方は
事前に会員登録が必要です（無料）。

大会ホームページ
https://minato-half.jp

支払期日内にエントリーページで選択
した支払方法にて参加料金をお支払い
※支払い期日内に入金が確認できなかった場合、
受付は無効となりますのでご注意ください。

ふるさと納税  港区　　 検索

港区版
ふるさと納税制度


