開催に伴う交通規制のお知らせ・迂回ルートのご案内
12月2日（日）7:30～11:35

大会当日は港区周辺の主要道路で交通規制を実施します

MINATOシティハーフマラソン2018 午前8時30分スタート
規制時間は目安で、変更になる場合があります。
平成30年12月2日
（日）
開催 規制時間内は通行止めです。
平成30年（2018年）10 月末現在

大会コース及び周辺道路は混雑しますので、
車でのお出かけはご遠慮ください。
ご迷惑をおかけしますが、皆さまのご協力をお願いします。
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●コース及びコース直近の道路は、
長時間にわたり車両の通行が禁止さ
れますので、迂回ルートにつきましては、現場の警察官・係員の指示
に従ってください。
●当日の車両の利用はご遠慮ください。
なお、
車両を利用される場合は、
通行推奨ルート、主な通行可能ルートをご利用ください。
●自転車、
歩行者、
ベビーカー等についてもコースの横断が規制されます。
通り
利用者は、歩道橋、地下鉄出入口等をご利用ください。
木
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●航空法に基づき、許可等を得ずにコース及び会場で無人航空機
（ドローン）を飛行させることはできません。

り
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蓬莱橋

④新橋4

築地虎ノ門トンネルは通行可能です。
※原付・自転車の通行はできません。

⑪神谷町
日比谷通りは、矢印方向へ通行可能です。
※芝 3 丁目から先は通行できません。
※かなりの渋滞が予想されます。

⑩愛宕2丁目
⑫飯倉

⑱永井坂

浜離宮恩賜庭園

（東京タワー）
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一の橋

赤羽橋南

赤羽橋から新一の橋まで
矢印方向へ通行可能です。

※かなりの渋滞が予想されます。

②芝公園グランド前

A

海岸通り

浜松町駅

麻布通り

⑬新一の橋

③芝園橋

首都高速都心環状線の芝公園外周り出口は
8:00 ～ 11:20 の間、規制されます。
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通行推奨ルート
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潮路橋

第一京浜は、矢印方向へ通行可能です。
※札の辻から先は通行できません。
※かなりの渋滞が予想されます。
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三田 2 ⑭芝 5丁目

主な通行可能ルート
矢印方向通行可

※かなりの渋滞が予想されます

築地虎ノ門トンネル
※通常通り通行可
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規制時間
①赤羽橋⇔②芝公園グランド前

7:30-11:20

③芝園橋⇔④新橋4

8:00-11:20

④新橋4⇔⑤西新橋2丁目南

8:00-11:25

④新橋4⇔⑦西新橋

8:00-11:25

⑥西新橋2丁目⇔⑨西新橋2-1（烏森通り）8:05-11:25
⑦西新橋⇔⑧西新橋1

8:05-10:00

⑧西新橋1⇔⑩愛宕2丁目

8:05-11:30

⑩愛宕2丁目⇔⑪神谷町

8:05-11:30

⑪神谷町⇔⑫飯倉

8:10-11:35

⑫飯倉⇔①赤羽橋

8:10- 9:40

①赤羽橋⇔⑬新一の橋

8:10- 9:40

③芝園橋⇔⑭芝5丁目

8:30-11:15

⑮芝4⇔⑯芝浦2

8:30-10:30

⑮芝4⇔⑰高輪3丁目

8:30-11:10

⑫飯倉⇔⑱永井坂（東京タワー）

9:05-11:35

首都高速道路

A 都心環状線 芝公園 外回り出口

8:00-11:20

本紙はMINATOシティハーフマラソンHP（https://minato-half.jp）からプリントできます。
港区マラソン実行委員会事務局

TEL（03）
5770-1400 ／ FAX
（03）
5770-6884

【平日の午前8時30分～午後5時15分】

We apologize for the inconvenience
to those accessing the area, and
greatly appreciate your cooperation.
With the holding of MINATO City Half Marathon 2018,
we plan to implement some traﬃc regulations on the
course and nearby roads.
(Maximum road closure: 7：30am to 11：35am)
The controlled time is specitied only guide and subject
to change depending on the race situation.
Please follow the instructions of the police or the
stuﬀ for detour routes.
Please refrain from using automobiles
on the race day. If you drive a car,
use the recommended routes.

⑧Nishi-shimbashi1
⑦Nishi-shimbashi

⑨Nishi-shimbashi2-1
（Karasumori-dori Ave.）

⑥Nishi-shimbashi
2-chome
⑤Nishi-shimbashi
2-chome minami

Tsukiji toranomon under pass is
availabe for vehicles.
※Scooters and bicycles are not allowed.

④Shimbashi4

⑪Kamiyacho
⑩Atago
2-chome

⑫Iikura

⑱Nagaizaka

（Tokyo Tower）

⑬Shin-ichinohashi

①Akabane-bashi
②Shibakoen ground mae

A

③Shibazono-bashi

The Metropolitan Expressway, Inner Circular Route,
Shibakoen outer ring exit
Closed between 8：00am and 11：20am.
⑮Shiba4
⑭Shiba
5-chome

Ebisu Sta.

Shibaura1

⑯Shibaura2

controlled time
①Akabane-bashi⇔②Shibakoen ground mae 7:30-11:20
③Shibazono-bashi⇔④Shimbashi 4

8:00-11:20

④Shimbashi 4⇔⑤Nishi-shimbashi 2-chome-minami 8:00-11:25
④Shimbashi 4⇔⑦Nishi-shimbashi

⑰Takanawa
3-chome

Tokyo Monorail

⑥Nishi- shimbashi 2-chome
⇔⑨Nishi- shimbashi 2-1（karasumori-dori Ave）

8:00-11:25
8:05-11:25

⑦Nishi- shimbashi ⇔⑧Nishi-shimbashi 1

8:05-10:00

⑧Nishi- shimbashi 1⇔⑩Atago 2-chome

8:05-11:30

⑩Atago 2-chome⇔⑪Kamiyacho

8:05-11:30

⑪Kamiyacho⇔⑫Iikura

8:10-11:35

⑫Iikura⇔①Akabane-bashi

8:10- 9:40

①Akabane-bashi ⇔⑬Shin-ichinohashi

8:10- 9:40

③Shibazono-bashi⇔⑭Shiba 5-chome

8:30-11:15

⑮Shiba 4⇔⑯Shibaura 2

8:30-10:30

⑮Shiba 4⇔⑰Takanawa 3-chome

8:30-11:10

⑫Iikura⇔⑱Nagaizaka(Tokyo Tower)

9:05-11:35

The Metropolitan Expressway

A Inner Circular Route,

ShibaKoen outer ring exit.

8:00-11:20

MINATO City Half Marathon HP (https://minato-half.jp).
Minato City Marathon Secretariat TEL(03) 5770-1400 ／Fax (03) 5770-6884 【Note: Available for calls only on weekdays from 8:30 AM to 5:15 PM】

