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松本市の美しい景観を損なう行為（ゴミのポイ捨て・立ち小便等）はやめてください。
また交通ルール・マナーも遵守してください（路上駐車厳禁）。

ご協力をお願いします（マラソンの部）

❶前日・当日の受付はございません。スタート会場内は大変混雑しますので、6：30～7：15を目途
に十分余裕を持って会場へお越しください。

❷仮装や競技に必要のない携行物（のぼり旗等）は自粛してください。
また、当日、審判員に指摘された場合は速やかにその指示に従ってください（参加者義務・注意事項12）。

❸お車でお越しの方は指定の選手用駐車場をご利用ください （エントリー時に申請された方のみ）。
   詳細は「P5・6スタート会場へのアクセス」をご確認ください。

❹大会前日・当日はスタート会場（松本市総合体育館）・フィニッシュ会場（信州スカイパークやま
びこドーム）には駐車できません。

①「する人」、「みる人」、「支える人」すべてが参加
選手だけでなく、応援する人、ボランティアすべてが参加する大会を目指します。
②松本の魅力の発信
松本城を中心とする城下町の歴史遺産、雄大なアルプス、豊かな湧水群、爽やかな気候といった自然を活かし、松本市ならではの大会を目指します。
③松本市ならではのおもてなし
世代を超えて、多くの市民・企業・団体が、ボランティアとして大会運営に参加し、松本ならではのおもてなしで選手を迎えます。

大会コンセプト

30歳未満の部
30～39歳の部
40～49歳の部

50～59歳の部
60～69歳の部
70歳以上の部

大会名
松本マラソン 2022
主　催
松本マラソン実行委員会・（一財）長野陸上競技協会
共　催
松本市・信濃毎日新聞社・松本商工会議所
主　管
松本市陸上競技協会
種　目
マラソン（42.195㎞）・ファミリーラン（1.8㎞）
コース
マラソン：松本マラソン長距離競走路

●スタート：松本市総合体育館（松本市美須々）
●フィニッシュ：信州スカイパークやまびこドーム（松本市空港東）
※陸上競技場が建替工事のため2025大会まではフィニッシュを
　やまびこドームに変更し、非公認コースで開催します。

ファミリーラン：信州スカイパークやまびこドーム周辺
開催日時
2022年（令和4年） 11月13日（日）　
マラソン／8：15スタート　ファミリーラン／9：00スタート
競技規則
2022年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会の申し合わせ事項
により行う。
制限時間
マラソン／6時間　ファミリーラン／20分
参加定員
マラソン／10,000人　ファミリーラン／250組500人
参加料
マラソン／12,000円
ファミリーラン／子供1名の組 3,300円　子供2名の組 4,400円

参加資格
●マラソン
2022年度日本陸上競技連盟登録者及び未登録者で、大会当日（2022年
11月13日現在）満18歳以上の男女（高校生は除く）
●ファミリーラン
大会当日18歳以上の保護者と小学生のペア（親子でなくても可）
収容関門（マラソン）
❶次のとおり関門を設けます。各関門の閉鎖時刻は下記のように定めます。
閉鎖時刻を過ぎて関門に到達した競技者は、以降のレースを続けること
ができません。

❷関門閉鎖時刻を過ぎた競技者および審判員からレースの中止を命ぜら
れた競技者は、アスリートビブス（ナンバーカード）と計測チップを取り外
し、審判員の指示に従ってください。 ※アスリートビブス（ナンバーカード）着
用者以外は競技者とみなしません。

表　彰
❶総合の部　　男女各1位～8位を入賞とする（グロスタイム）
❷年代別の部　男女各1位～6位を入賞とする（ネットタイム）

❸ファミリーランの部　1位～8位を入賞とする（ネットタイム）

開催要項

〈関門閉鎖時刻〉※予定
関 門
第1収容
第2収容
第3収容
第4収容
第5収容
第6収容

距 離
  5.2km
  9.7km
12.2km
15.1km
18.3km
24.1km

閉鎖時刻
  9：18
  9：54
10：14
10：39
11：07
11：57

関 門
第7収容
第8収容
第9収容
第10収容
第11収容

距 離
29.6km
32.6km
35.5km
37.3km
39.8km

閉鎖時刻
12：46
13：12
13：37
13：53
14：15

❷選手用駐車許可証
（エントリー時に申請された方のみ）

❶アスリートビブス（ナンバーカード）
※胸と背中につけてください。

❺手荷物預け袋

❻手荷物用シール

❼体調管理チェックシート
※大会10日前から体調チェック
　を実施していただき
　大会当日朝、提出してください。

参加者義務・注意事項（マラソンの部・ファミリーランの部共通） ※大会申込者は、下記の規約❶～17にご同意のうえ、ご参加ください。
❶災害、事件、事故、疫病等、主催者の責に
因らない事由によって大会を中止・縮小
することになった場合、中止・縮小を決定
した時点までに生じた費用等を勘案し、対
応策を検討いたします。
❷お申し込み後の変更はできません。また、
出場取り消しや不参加についての参加料
の返金はしません。
❸すべての参加者はマラソンを6時間以内
で完走できる走力を持っていなければな
りません。大会出場が決定したら十分なト
レーニングを積んでください。
❹スタートブロックは、申込者がエントリー
の際に申告された「予想タイム」の順番と
なります。同様にアスリートビブス（ナン
バーカード）番号も申告された「予想タイ
ム」の順番となります。
❺参加者は各自、事前に医師による健康診
断を受け、自己の責任において健康状態
を確認しておいてください。また、大会当
日は健康保険証を必ず携行してくださ
い。
❻参加者は、体調管理チェックシートを提出
してください。提出されない場合、出場を
お断りします。また、体調管理チェック
シートに該当箇所があった場合、出場を
見合わせてください。これらの場合、参加
料の返金はいたしません。

❼審判員がレース続行不可能と判断した参
　加者、また、他の参加者への妨害（背走、
変則走など）になると判断した場合は、走
行を中止させることがあります。
❽関門制限時間は遵守してください。規定
の関門制限時間までに明らかに間に合わ
ない場合には、審判員により走行の中止
を勧告することがあります。関門・収容に
ついての異議申し立ては一切認めませ
ん。
❾競技中の事故については主催者で応急
措置は行いますが、それ以外の責任は一
切負いません（なお、参加者全員がスポー
ツ傷害保険に加入しますが、内科疾患及
び新型コロナウイルス関係などによる入
院などについて保険は適用されません）。
10代理出走は一切認めません。仮に代理出
走が発覚した場合は出走を取り消しま
す。また、代理出走者は保険適用の対象
外となります。
11参加者は大会会場（コース上を含む）に
企業名・商品名などを意味する図案及び
商標など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。
12仮装や競技に必要でない携行物は自粛し
てください。また、当日、審判員に指摘さ
れた場合は速やかにその指示に従ってく
ださい。

13給水所は主催者が用意します。スペシャ
ルドリンクは受付しません。
14貴重品以外の手荷物はスタート会場内の
手荷物預り所へお預けください。貴重品
は各自の責任で管理してください。盗難・
紛失などの責任は主催者および関係団
体では負いません。
15災害、事件・事故等により、コース内を緊
急車両が走行する場合があります。参加
者は審判員・係員等の指示に従って、速や
かな一時停止などにご協力ください。
16参加者は競技中に撮影された写真・映像
が、大会パンフレットなどの印刷物や大会
公式ホームページ等に使用されることを
事前に承知し、肖像権については主催者
に一任しなければなりません。また、参加
者名簿および競技結果のプログラム、新
聞等への掲載も同様に主催者に一任す
ることになります。
17主催者は個人情報の重要性を認識し、個
人情報保護に関する法律・関連法令等を
厳守し、主催者の個人情報保護方針に基
づいてこれを取り扱います。お預かりする
個人情報は大会参加者へのサービス向
上を目的とし、各種参加者案内、記録通
知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関
係各団体からのサービス提供、記録発表
（ランキング等）に利用します。

❾参加賞Tシャツ
当日着て走っていただけると、
とても嬉しいです！

競技注意事項（マラソンの部）
1．アスリートビブス（ナンバーカード）・
　 計測チップ
❶アスリートビブス（ナンバーカード）
は、配付された2枚を胸と背中に確実
に着け、支給仕様のまま使用してくだ
さい（折ったりしないこと）。
❷計測チップはシューズのひも部分に外
れないように取り付けてください。
❸前日、当日受付はありません。

2．スタート
❶8：15に松本市総合体育館スポーツ橋
前よりスタートします。

❷ウォーミングアップエリアはありません。
❸アスリートビブス（ナンバーカード）左
端に明記されたアルファベットのス
タートブロックに、8：05までに整列し
てください。
❹スタートブロックへの整列締切に間に
合わなかった競技者は係員の指示に
従い、指定の場所で待機し、Fブロック
の最後尾に続いてスタートしてくださ
い。
❺スタート時にアクシデントがあった場合
は、アナウンス等により、走行を中止し
ます。

3．走行中
❶コース上は一部大会車両が走行しま
す。十分注意して走ってください。
❷事件・事故発生による緊急車両出動の
際はレースを中断し、車両を優先させ
ることがあります。

4．距離表示
42㎞まで「1㎞ごと」に表示し、中間点と
残り５㎞から「あと５㎞～１㎞」を表示し
ます。

❽「参加者案内」 （本冊子）・・・・・・・・・・・・・・・・ 1冊
❾参加賞Tシャツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　・・・・・・・・・・・
10協賛社チラシ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各種
11松本マラソンおもてなしプロジェクト
　参加店一覧（松本商店街連盟）

❹計測チップ返却用封筒 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚
    （欠場の場合、この封筒に入れてご返却ください）
❺手荷物預け袋（　　　　のみ） ・・・・・・・・・・・ 1枚
❻手荷物用シール（　　　　のみ） ・・・・・・・・ 1枚
❼体調管理チェックシート（大会前／提出用）
　・・・・・・・・・・ 1枚／ 人数分マラソン ファミリーラン

○万が一、上記のいずれかが封入されていない場合は、松本マラソンエントリーセンター【電話0263-32-5581（平日9：00～17：00）】 までお問い合わせください。
○体調管理チェックシート（大会前／提出用）は大会公式ホームページからもダウンロードできます。

今回お送りしたもの　　封入物のご確認
❶アスリートビブス（ナンバーカード） ・・・・・・・・・・・
　・・・
❷選手用駐車許可証
（エントリー時に申請された方のみ）

❸計測チップ（記録計測用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ケ

2枚／ 1枚×人数分マラソン ファミリーラン

FRONT

❸計測チップ
　（記録計測用）
※靴ひもに装着
　してください。

大会当日必ずお持ちください!!（マラソンの部）
※ファミリーランの部はP14をご参照ください

マラソン

マラソン

※ファミリーラン、小学生のTシャツサイズ
　150cm（共通）となります。

BACK

1枚／ 人数分マラソン ファミリーラン
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マラソン男子（青） マラソン女子（ピンク）

参加者氏名

A 1234参加者氏名

A 1234
参加者氏名

A 1701参加者氏名

A 1701


