世界遺産姫路城マラソン 2022
■

開催要項

大会名称

■

世界遺産姫路城マラソン 2022

（英文名 :WORLD HERITAGE HIMEJI CASTLE MARATHON 2022）

■

主催

■

共催

■
■

■

が通行します。その際は、スタッフの指示により走行を停止させること
があります。

■

姫路市、（一財）兵庫陸上競技協会

個人情報について
主催者は、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等を遵守し、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

（一財）姫路市まちづくり振興機構、神戸新聞社

へのサービス向上を目的とし、参加案内、ナンバーカード、記録、関連

企画運営

情報の通知、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの提供、大会中

世界遺産姫路城マラソン実行委員会

の応急処置、記録発表（ランキング等）に利用します。

主管

■

姫路市陸上競技協会

その他

（1）大会の参加に際しては十分トレーニングし、事前に健康診断を受診す
る等、体調には万全の配慮をした上で参加してください。

開催日時
２０２２年（令和４年）２月２７日（日）
９:００
スタート
１５:００
●マラソン
●ファンラン ９:２０

ランナーストップについて

大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、コースを緊急車両等

スタート

１０:５５

（2）姫路城周辺、大手前通り及び姫路駅北駅前広場周辺は路上喫煙禁止区
終了

終了

域及び美化強化区域です。区域内で路上喫煙（灰皿設置場所を除く）
を行った場合は、千円の過料が科せられます。また、空き缶やゴミの
「ポイ捨て」には２万円以下の罰金が科せられます。

（3）桜門橋、大手門は走路となりますので、ランナー及び大会関係者以外

■

競技規則

通行できません。

（4）大会で作成した未使用の衣類などは、国内外の災害被災地や福祉施設
2021 年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定により行います。
に送るなど有効活用させていただくことがあります。
特に、2021 年度日本陸連登録競技者は、競技規則に適応したシュー
（5）本大会は国内の関連する全ての法令を遵守し、申込規約の他、大会規
ズを着用してください。
定に則って開催します。

◇新型コロナウイルス感染症予防対策について◇
本大会は、日本陸上競技連盟が定める「ロードレース再開についてのガイダンス」等を参考に、医師、保健師などの専門家を交えた「姫路城マラソン新型コロナウイルス
感染症対策室」で策定する「新型コロナウイルス感染症予防対策マニュアル」に基づき運営し、大会に関わる全ての方々が安全・安心に参加できる大会とします。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、安全な開催が困難であると判断した場合は、大会を中止または一部開催内容を変更する場合があります。

（1）ランナー・ボランティア等大会関係者の健康管理

大会１週間前〜当日〜２週間後までの健康管理と連絡先を把握するため、体調管理
チェックシートを提出していただきます。チェックシートに該当する症状、37.5℃
以上の発熱があった方は参加をお断りいたします。

（2）大会前日のランナー受付における感染症予防対策

受付会場入口における体温チェック、手指消毒、マスク着用を義務付けます。また、
随時入場制限をかけながら受付会場への入場を促します。なお、スタッフはマスク
とフェイスシールド等感染症予防対策をして受付を行い、定期的に会場内の消毒作
業を実施します。

（3）大会当日の会場及び競技運営における感染症予防対策

各会場の入口にて体温チェック、手指消毒、マスク着用を義務付けます。ランナー
には、レース中（スタート後〜フィニッシュまで）以外はマスク着用を義務付け、
スタートブロックでは間隔を空けて整列していただき、ウェーブスタートにてスター
トしていただきます。

（4）ボランティアの感染症予防対策

マスク着用を義務付け、業務ごとに必要に応じてフェイスシールドや備品を配布し、
感染防止に注意しながら業務にあたっていただきます。

（5）沿道応援の自粛

沿道での応援は密集エリアとなりうるため、沿道応援の自粛を広く呼びかけます。
また、例年行っている沿道応援イベントは実施いたしません。

（6）給水・給食ポイントの拡張及び給食提供物の制限

給水・給食ポイントにおける密集を避けるため、各ポイントを拡張します。また、
給食提供物については個包装のものに限定して提供します。

新型コロナウイルス感染症予防対策のための特別参加規約
（1）新型コロナウイルス感染症予防対策として提出いただく体調管理チェックシート
等の個人情報については、保健所等関係機関からの要請に対し提供させていただ
く場合がありますのでご了承ください。

（2）開催日１週間前以降に、体調管理チェックシートの項目に該当する場合は、参
加を見合わせてください。

（例）①37.5℃以上の発熱がある場合
②強い倦怠感や息苦しさがある場合
③咳や痰がでるなど、咽頭部に異常がある場合
④味覚・臭覚に異常がある場合

※日本陸連の体調管理チェックシートをベースに、今後の新型コロナウイルス感染状
況を踏まえ、お示しさせていただきます。
（3）新型コロナワクチンの接種が可能な方は、大会３週間前（２月６日）までに２
回目の接種を終えるようにしてください。大会前に、ワクチン接種の確認また
は検査による陰性の確認を求める場合があります。
（4） 主催者による新型コロナウイルス感染症予防対策のための指示に従わない場合
などは、他の参加者の安全性を確保する観点から、出走取消、競技の中止、会
場での待機、会場からの退出を求めることがあります。

（5）参加者は、主催者が求める全ての健康状態の確認に応じ、主催者の健康状態を理
由とする出走取消等の措置が行われることについて、一切異議がないことを確認
したうえで申し込んでください。また、この場合、参加料の返金は行いません。

（6）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、主催者
に対して速やかに連絡し、濃厚接触者等の特定に協力していただきます。

（7） 参加者は、兵庫県新型コロナウイルス追跡システムおよび厚生労働省の接触確認
アプリ「ＣＯＣＯＡ」を利用してください。

（8） 主催者が加入する保険は、新型コロナウイルス感染症の適用はありません。

マラソン
■

コース

大手前通りをスタートし、姫路城三の丸広場をフィニッシュとするコース

（日本陸上競技連盟公認コース）

■

種目 / スタート時刻 / 制限時間 / 参加料
種目
（距離）

部門

スタート時刻

制限
時間

マラソン
42.195km

①登録の部
②一般の部

9:00（第 1 ウエーブ）
9:15（第 2 ウエーブ）

６時間

参加料
10,000 円 ★

※ 交通規制への配慮と円滑な競技運営のため、コース途中に収容関門を設け
閉鎖時刻を定めます。関門閉鎖後に競技を続行することはできません。
また、
収容関門以外でも著しく遅れた場合は競技を中止していただきます。
閉鎖時間

第１

6.9

km

横関公園

10:16

第2

12.7

km

櫃蔵神社

11:03

18.1

km

古知小学校

11:46

km

マックスバリュ夢前

12:25

第5

26.8

km

横関公園

12:57

第6

29.8

km

川西台第一公園

13:21

第7

35.6

km

夢前台第七公園

14:08

第8

38.2

km

安室小学校

14:29

第9

39.6

km

辻井交差点

14:40

ﾌｨﾆｯｼｭ（姫路城三の丸広場）

15:00

第3
第4

ﾌｨﾆｯｼｭ

■

収容関門

距離

22.9

42.195km

スタート整列

日本陸連登録の有無に関わらず、申込み時の申告タイムを参考にして、ス
タート整列ブロックを指定します。整列開始時刻以降に、指定ブロック内
で先着順に整列してください。

■

ランナー受付

（1）日時：2022 年 ( 令和 4 年 )2 月 26 日 ( 土 ) 10:00 〜 20:00

（2）場所：イーグレひめじ（姫路市本町６８番地２９０）
ナンバーカード引換証等を送付します。
※ 大会約１ヶ月前に参加案内、
※ ランナー受付を行わないと出走できません。なお、大会当日 (2 月
27 日 ( 日 ) の受付は行いません。
※ 受付時に本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど。
原本に限る）による本人確認を行います。

（1 人あたり）

※ 今大会からウエーブスタートを採用します。
※ 制限時間は、第１ウエーブの号砲を基準とします。
★2020 大会の出場資格があった方は参加料を 8,000 円（1 人あたり）とします。

No.

■

参加対象

世界遺産姫路城マラソン２０２０マラソンの部の出場資格があった方（優
先出走権をお持ちの方）で国内在住者

※優先出走権について
２０２０大会の中止に伴い、引き継がれた出走権（優先出走権）は今大
会限りとし、次回大会以降に引き継ぎません。また、不参加の場合であっ
ても同様とします。なお、
「世界遺産姫路城マラソン 2022」が中止になっ
た場合は、代替大会としてオンライン大会を実施します。この場合であっ
ても出走権は次回大会以降に引き継がないものとします。
参加資格は、下記のとおりです。

※２００３年（平成１５年）４月１日以前に生まれた方
①登録の部：２０２１年度日本陸上競技連盟登録競技者
②一般の部：日本陸上競技連盟未登録者等

※①、②ともに、本大会が推薦する国内の競技者を含み、5 時間 40 分以内
に完走できる方。

姫路市では、マイナンバーカードの普及推進に取り組んでいます。
受付時にマイナンバーカードを提示された方には記念品をお渡し
します。
※ 受付には本人がお越しください。（やむを得ない場合は、代理受付
を行います。）

※ 受付に伴走者の方の同行は不要ですが、事前に送付する「伴走者
登録票」を提出してください。

■

参加賞

調整中

■

表彰

①総 合：男女各１位〜８位
②年代別：男女各１位〜３位
（29 歳以下、30 歳台、40 歳台、50 歳台、60 歳台、70 歳以上）
※ 表彰は、ウエーブ毎のグロスタイムを基準とします。
※ ②年代別表彰は、①総合表彰対象者を除きます。
※ ②年代別表彰の表彰式は行いません。（賞状は後日郵送）
※ その他、特別賞を用意します。

■

完走証

■

完走賞

■

生涯現役賞

後日、ＷＥＢ上で提供します。
※ 制限時間内に完走された方のみ

完走者には、完走メダルとフィニッシャータオルを贈ります。

■

70 歳以上の完走者には、記念品を贈ります。

愛城ランナー（チャリティーナンバーカード）について

姫路城の保存・継承を目的とした「愛城ランナー」を募集します。

「愛城ランナー」（申込料 1,000 円）には、胸用、背中用ともに、氏名
入りのナンバーカードを特別に用意します。なお、1,000 円は、ナン
バーカード作成費用を除き、姫路城の保存・継承のために活用させ
ていただきます。
（通常ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ）

（愛城ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ胸用）

（愛城ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ背中用）

協賛ロゴ

協賛ロゴ

協賛ロゴ

B12345

姫路 花子

Ｍ マラソン男子

Ｓ マラソン女子

※障害のある方（身体障害者手帳又は療育手帳等の所持者）で単独走行が
困難な方は伴走者を１名つけることができます。（伴走者の途中交代は
認めません。また、盲導犬の伴走もできません。伴走者はご自身で手配
してください。）

姫路

一郎

手荷物

C3

協賛ロゴ

C21345

手荷物

協賛ロゴ

H3

愛城ランナー

姫路 花子
協賛ロゴ

※ 登録の部に申し込まれる方は対象外です。
※ ニックネームではなく、本名（申込み時に入力いただいた氏名）と
なります。

※コースには狭い箇所や高低差のある箇所があるため、車いすやベビー
カーでの参加はできません。
※ボランティア出走枠等についても上記参加資格を準用します。
■

新規募集「感染症対策支援枠」

新型コロナウイルス感染症の影響は、姫路市内においても甚大な影響がでており様々な対策を行っております。そのため、その財源に限定して活用させていただくことを目的
に「感染症対策支援枠」を設置します。

・姫路市へ 10 万円以上の寄附（ふるさと納税）をしていただいた先着 50 名の方に、世界遺産姫路城マラソン 2022 の出走権をお渡しします。
申込方法等、詳細は、 世界遺産姫路城マラソンホームページで決まり次第お知らせします。（参加料・事務手数料は別途必要です。）

・出走権は、「世界遺産姫路城マラソン 2022」限りとし、次回大会以降に引き継ぎません。また、不参加の場合であっても同様とします。なお、「世界遺産姫路城マラソン
2022」が中止になった場合は、代替大会としてオンライン大会を実施し、記念品を贈ります。この場合であっても出走権は次回大会以降に引き継がないものとします。
・ふるさと納税の制度の詳細については、総務省ふるさと納税ポータルサイト等をご覧ください。

ファンラン
■
■

コース

城南線をスタートし、姫路城三の丸広場をフィニッシュとするコース

種目 / スタート時刻 / 制限時間 / 参加料
種目

距離

スタート
時刻

制限
時間

ファミリー

1km

9:20

10 分

小学３年生男子

9:24

小学２年生男子

9:27

小学１年生男子

1.5km

小学３年生女子

9:30
9:34

小学２年生女子

9:37

小学１年生女子

9:40

小学６年生男子

9:45

小学５年生男子

9:48

小学４年生男子

2km

小学６年生女子

9:51
9:55

小学５年生女子

9:58

小学４年生女子

10:01
5km

５km( 中学生以上 )

10:05

ランナー受付

ランナー受付は行いません。２月上旬に参加案内、ナンバーカード
等を送付します。同封します体調チェックシートは、記入いただき大会

参加料
4,000 円

当日の招集場所にて提出してください。

■

表彰
ファミリー １位〜８位（男女区別なし）

(1 組あたり )

※2020 大会の出走資格があった方は 3,000 円（1 組あたり）

学年男女各１位〜８位

小学生

①総

5km

合：男女各１位〜８位

②年代別：男女各１位〜３位

（19 歳以下、20 歳台、30 歳台、40 歳台、50 歳台、60 歳台、70 歳以上）

15 分

※表彰は、グロスタイムで行います。

※②年代別表彰は、①総合表彰対象者を除きます。
2,000 円

(1 人あたり )

※2020 大会の出走資格があった方は 1,000 円（1 人あたり）

20 分

※ ②年代別表彰の表彰式は行いません。（賞状は後日郵送）

■

■
■

40 分

3,000 円 (1 人あたり )

※2020 大会の出走資格があった方は 2,000 円（1 人あたり）

※スタート時刻は予定です。変更になる場合があります。
※制限時間は、号砲を基準とします。制限時間を超えた場合は、
競技を中止していただく場合があります。

■

■

参加対象

完走証

後日、ＷＥＢ上で提供します。
※ 制限時間内に完走された方のみ

参加賞

記念フェイスタオル

臨時駐車

大会当日、マラソン会場周辺の公営駐車場は使用できません。そのた
め、ファミリーと小学生種目については、参加者臨時駐車場を設けま
す。会場から少し距離が有りますが、その点、ご理解の上、お申し込
みください。
（1）

場所：姫路市中央卸売市場（姫路市延末 295 番地）

世界遺産姫路城マラソン２０２０ファンランの部の出場資格があった

N

方（優先出走権をお持ちの方）で国内在住者

姫路城
大会会場

※ 優先出走権について
２０２０大会の中止に伴い、引き継がれた出走権（優先出走権）は今
大会限りとし、次回大会以降に引き継ぎません。また、不参加の場合
であっても同様とします。なお、「世界遺産姫路城マラソン 2022」が
中止になった場合は、記念品を贈ります。なお、この場合であっても
出走権は次回大会以降に引き継がないものとします。

山陽
姫路駅
JR姫路駅

※ 参加種目は、進級、進学により該当する種目とします。なお、2020
大会で、小学５年生、６年生の部にエントリーしていた方と、ファ

姫路市中央卸売市場

ミリーの部で現在小学１年生、２年生になられた方のペア相手は５
ｋｍの部に参加できることとします。

山陽
手柄駅

※ 年齢・学年は、2022 年（令和 4 年）2 月 27 日時点のものとします。
※ 障害のある方（身体障害者手帳又は療育手帳等の所持者）で単独走
行が困難な方は伴走者を１名つけることができます。（伴走者の途

中交代は認めません。また、盲導犬の伴走もできません。伴走者は
ご自身で手配してください。）
※ コースには狭い箇所や高低差のある箇所があるため、車いすやベ
ビーカーでの参加はできません。
※ ファミリーの部については 2020 大会時から保護者の変更のみ可能
とします。

■

招集・スタート整列
ファミリー
小学生

種目ごとに設定する招集時間内に招集を受け、ナンバー
カードの番号順に整列してください。
スタート位置についても、ナンバーカードの番号順です。
ナンバーカードの番号は抽選で決定します。
招集テントにイスを準備しません。その旨をご理解のうえ
ご参加ください。

5km

整列開始時刻以降に、間隔をあけて先着順で整列してくだ
さい。

（2） 駐車料金：無料
（3） 駐車可能日時：2022 年 ( 令和 4 年 )2 月 27 日 ( 日 )
6：30 〜 16：00

※ 参加意向確認時に希望された方のみとなります。後日の希望は
受付できません。
※ 1 人（ファミリーは 1 組）1 台。普通車又は軽自動車に限ります。
※ 駐車可能台数に限りが有るため、申込多数の場合は抽選により
決定します。
※ 会場や最寄り駅までのシャトルバス等の運行はありません。
公共交通機関又は徒歩にてご来場ください。
姫路市
中央卸売
市場

約 200m

山陽
手柄駅

3分

山陽
姫路駅

約 800m

大会
会場

■

参加申込み（入金等）

(1) 方法：インターネット
世界遺産姫路城マラソン 2022 の参加は、㈱アールビーズが所有及び
運営するウェブサイト「ＲＵＮＮＥＴ」よりお申込みいただくことに
なります。お申込みには「ＲＵＮＮＥＴ」の会員登録（無料）が必要です。
ＲＵＮＮＥＴ会員の利用規約をよくお読みになった上で、お申し込み
ください。詳しくは、「ランネット」で検索してください。

※ 2020 大会ペア申込みの相手の方には、9 月中旬頃、別途参加のご案
内をしますので、下記の期間に参加申込み、入金をしてください。

・申込期間 2021 年（令和 3 年） 9 月 24 日（金）10：00 から
2021 年（令和 3 年）11 月 5 日（金）23：59 まで
※ 11 月 5 日（金）まで申込期間を延長しました。

2020 大会出場資格があった方は、参加料を減額します。

マラソン入金額（1 人あたり）

2020 大会資格者
愛城ランナーなし

愛城ランナーあり

ボランティア出走枠
感染症対策支援枠等

10,000 円

10,000 円

10,000 円

0円

1,000 円

0円

△2,000 円

△2,000 円

0円

④事務手数料

440 円

495 円

550 円

⑤入金合計額

8,440 円

9,495 円

10,550 円

①参加料
②愛城ランナー
③2020 大会資格者割引

入金方法：インターネット上でのクレジットカード決済又はコンビニでの決済

(3) ファンランの部

世界遺産姫路城マラソン 2020 大会の参加資格があった方に、9 月中旬頃、
別途参加のご案内をしますので、下記の期間に参加申込み、入金をして
下さい。
※ 2020 大会申込に「ＲＵＮＮＥＴ」の「お仲間エントリー」もしく
は「ご家族エントリー」を利用された方は、再度「お仲間エントリー」
もしくは「ご家族エントリー」を利用されるか、「ＲＵＮＮＥＴ」
の会員登録（無料）いただき、お申込み入金してください。
・申込期間 2021 年（令和 3 年） 9 月 24 日（金）10：00 から
2021 年（令和 3 年）11 月 5 日（金）23：59 まで
※ 11 月 5 日（金）まで申込期間を延長しました。
・入金期間 2021 年（令和 3 年）11 月 22 日（月）10：00 から
2021 年（令和 3 年）12 月 2 日（木）23：59 まで

ファンラン入金額

ファミリー
(1 組あたり )

小学生
(1 人あたり )

5km
(1 人あたり )

4,000 円

2,000 円

3,000 円

②2020 大会
参加資格者

△1,000 円

△1,000 円

△1,000 円

③事務手数料

220 円

220 円

220 円

④入金合計額

3,220 円

1,220 円

2,220 円

種目
①参加料

※

入金方法：インターネット上でのクレジットカード決済又はコンビニでの決済

(4) マラソンの部、ファンランの部ともに申込入金期間に参加手続き及び参
加料等を入金を完了してください。

事務手数料は、入金額により変動する場合があります。

申込規約

開催要項を熟読し、申込規約に同意の上、

お申込みください。
(1) 未成年者は必ず保護者の同意を得て参加申し込みを行ってください。
(2) 参加できるのは 2020 大会の出場資格があった種目とし、マラソンから
ファンラン、ファンランからマラソンへの変更はできません。
(3) 電話、メール等による申込状況等の問い合せ・照会は受付できません。
(4) 利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによる申し込み不能、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、主催者は責任を
負いません。
(5) 申し込み手続き後の自己都合による種目変更や登録内容変更、修正、キャ
ンセルはできません。また、不参加の場合でも参加料の返金はしません。

・入金期間 2021 年（令和 3 年）11 月 22 日（月）10：00 から
2021 年（令和 3 年）12 月 2 日（木）23：59 まで

マラソン

(6) マラソンの部のみ、オンラインマラソンを開催します。オンラインマ
ラソンの詳細については、姫路城マラソンＨＰ等でお知らせします。

■

(2) マラソンの部
「ＲＵＮＮＥＴ」で世界遺産姫路城マラソン 2020 を申込まれた方は、
「Ｒ
ＵＮＮＥＴ」のスライドエントリーシステムを利用します。9 月下旬頃
案内しますので申込入金期間にお手続きしてください。
申込入金期間 2021 年（令和 3 年）11 月 22 日（月）10：00 から
2021 年（令和 3 年）12 月 2 日（木）23：59 まで

■

（5）マラソンの部、ファンランの部ともに申込入金期間に参加手続き及び
入金がない場合は、2022 大会に参加できません。また、優先出走権
は次回大会以降に引き継ぎません。

(6) 過剰入金、重複入金の返金はしません。
(7) 登録したメールアドレスの不備でのメールの不着・未着については、再確
認はしません。また、メールの受信設定やセキュリティソフトの設定によ
り、メールが受信できなかったり、迷惑メールに分類される場合がありま
すが、それに伴う不利益が生じても主催者は責任を負いません。
(8) 申込者本人以外の出走（代理出走）は認めません。代理出走が発覚した
場合、出走を取り消し、参加料、手数料の返金は一切行いません。また、
申込者・出走者とも、今後の本大会への申込みは受け付けません。
(9) 地震、風水害、荒天、積雪、事件、事故、疫病、テロ、爆破予告ほか、
主催者の責によらない事由による開催中止、縮小の場合、参加料、手数料、
愛城ランナー申込料の返金は行いません。
(10) 受付日や大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催
者は責任を負いません。

(11) 顔やナンバーカードが隠れる、他の方に危険が及ぶ、迷惑・不快に感じ
る服装や仮装は禁止とします。

(12) 大会会場（コース上も含む）において、広告目的で企業名・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
認めません。
(13) 疾病や紛失、競技中の事故については、応急処置のみ行い、それ以上

の処置及び責任は負いません。なお、大会開催中の事故、傷病への補
償は、主催者が加入した保険の見舞金要綱をもとにした対応とします。

・記録・
(14) 参加者の氏名、年齢、性別、住所（国名、都道府県名又は市町村名）
肖像・音声等の個人情報を、テレビ、新聞、雑誌、インターネット、パ
ンフレットその他媒体の種類を問わずに報道、掲載、利用することがあ
ります。また、掲載権と使用権は主催者に帰属します。
(15) 主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行うことがあります。
(16) 新型コロナウイルス感染症の影響で大会が中止になった場合、マ

ラソンの部は、代替大会としてオンラインマラソン大会を実施し、
ファンランの部は記念品を贈りますが支払い済みの参加料につい
ては、中止を決定した時点で実際に支出した費用等を勘案して、
返金の有無・金額を決定します。

(17) その他、大会に関する事項については主催者の指示に従うこと。
不正などの問題行為があった場合は失格とし、参加料・手数料な
どの返金は一切行いません。また、今後の本大会への申し込みは
受け付けません。

