
●期　　日

令和5年2月26日(日)　雨天決行 荒天中止
●種　　目
●マラソン(42.195km  日本陸連公認・一部コース変更申請中) 
●10km　●5km　●2km　●2km親子

●大会名称
走り抜こう!潮風香るフラの街いわきを!!
第14回いわきサンシャインマラソン
主催/いわきサンシャインマラソン実行委員会、(一財)福島陸上競技協会
共催/いわき市、いわき市教育委員会、いわき市体育協会、読売新聞
　　  社、福島民友新聞社
主管/いわき陸上競技協会
後援/

協力/福島県警察本部、いわき中央警察署、いわき東警察署、いわき
南警察署、(一社)いわき市医師会、いわき市消防団、いわき市
スポーツ推進委員会、医療創生大学、東日本国際大学、いわき
短期大学、福島工業高等専門学校、いわき地区高等学校体育連
盟、NPO法人いわき市民マラソンを支援する会

福島県、福島県教育委員会、（公財）福島県スポーツ協会、いわ
き商工会議所、いわき地区商工会連絡協議会、(一社)いわき観
光まちづくりビューロー、(公社)いわき青年会議所、いわきハワ
イ交流協会、いわき観光共同キャンペーン実行委員会

●ナンバーカード・計測チップ
■参加選手には、ナンバーカード、計測用チップ等を事前に郵送します。
■ナンバーカード、計測用チップを忘れた場合は再発行の手数料が
　かかります。
■申し込んだにも関わらず、1週間前までにナンバーカードや
　計測用チップが届かない場合は、
　実行委員会事務局(0246-22-7607)までご連絡ください。　

●記　　録
■公式記録は第1号砲からゴールまでの所要時間とします｡完走者は、
　フィニッシュ数分後にWEB完走証にて速報記録が確認できます。
　※紙の完走証の発行・配布はございません。
　※「ＷＥＢ完走証」から発行ください。
　※完走メダルの配布はございません。
■記録計測はランナーズチップで行います。出走の際には、必ず靴に
　装着してください。装着されていない場合は、記録計測ができませ
　んのでご注意ください。
■日本陸上競技連盟登録者で本大会のフルマラソンにおいて以下の
　記録を満たした者は、フィニッシュ後に靴底の測定を行います。
　日本陸上競技連盟競技規則に違反した場合は失格といたします。
　•男子　２時間２１分以内　•女子　２時間５６分以内　　

●駐車場
■スタート・ゴール会場には、駐車できません。
■駐車場が必要な方は、申込み時に必ず「駐車場要」を選択してくだ
　さい。選択されない場合は駐車することができませんのでご注意
　ください。 
■駐車場から各会場までシャトルバスを運行します。
■駐車場は、事務局にて割り当させていただきます。
■駐車場に限りがありますので、市内の参加者は、できるだけ各駅か
　ら運行するシャトルバスの利用にご協力ください。

●体調管理等
■参加者は事前に十分なトレーニングをし、健康診断を受けるなど、
　各自の責任において健康状態を確認のうえ参加してください。
■特に心臓病、高血圧症及び糖尿病などの持病がある方はあらかじ
　め医師の診察を受けてマラソン参加の承諾を得たうえで参加して
　ください。
■大会前１週間の健康管理を行い、健康チェックシートへ記入していた
　だきます。なお、当日受付時にシートを提出していただきます。

●メディカルランナー
■大会時の医療救護体制の充実を図るため、大会に出場される医療
　関係者（医師・看護師・救急救命士）を対象とした
　「メディカルランナー（ボランティア）」の募集を検討しております。
■詳細が決まり次第､大会ＨＰやＬＩＮＥ公式アカウント等で､お知らせします｡

●個人情報の取り扱い
(1)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、EU一般データ保護規則（GDPR）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。 
(2)個人情報は公式ホームページや大会プログラムへの掲載のほかに、
　主催者によるアンケート取材、マスコミ各社の番組や新聞等、大会運
　営に関する業務に使用します。また、プログラム掲載に関する情報(氏
　名、年齢、都道府県、所属名)は記録集等で公表することがあります。 
(3)個人情報は大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、関
　連情報等の通知、記録の発表及び通知、大会協賛･共催･後援･協力･
　その他関連団体からのサービス提供などに使用することがあります。 
※主催者から申し込み内容に関する確認の連絡をさせていただくことがあります。 
※新型コロナウイルス感染経路追跡等のため行政機関より個人情報の提出を求められた場合､
　適切な方法で個人情報を要請のあった行政機関に提出することがあります｡
※本大会の運営に関わる範囲内で関連事業者（Abbott World Marathon Majorsを運営する
　アメリカ合衆国所在のWorld Marathon Majors LLCを含む）及び委託業者をはじめとする
　第三者（日本国外にある者を含む）に対して参加者の個人情報を提供することがあります。
　また、EEA域外の国にある第三者に提出する場合には、GDPRに基づく標準契約条項の締結に
　より、参加者の個人情報の保護に関する十分な措置が確保されるよう担保いたします。 

●競技規則
2022年度日本陸上競技連盟競技規則並びに本大会の規定による。

●制限時間

■制限時間を過ぎた選手には歩道にあがり競技を中止していただきます｡
■フルマラソンについては、ウェーブスタートの導入により、
　号砲は２回行います。
■5km・2kmについては、制限時間を設けませんが、大会運営上の
　必要に応じ、競技を中止していただく場合があります。

マラソン⇒6時間(第2号砲基準)
10km　⇒1時間20分(号砲基準)

●関　　門
■大会運営上､マラソンコースの途中に関門を次の通り5箇所設置し､
　閉鎖時刻までに各関門を通過できない選手については、競技を
　中止していただきます。
■関門以外で著しく競技に遅れた選手についても、同様に競技を中
　止していただきます。
■閉鎖時刻を過ぎた選手及び競技の中止を命ぜられた選手は、ナン
　バーカードの取り外し等係員の指示に従ってください。

第1関門
第2関門
第3関門
第4関門
第5関門

8.0km
12.8km
20.6km
26.3km
35.2km

10：15
10：55
12：00
12：45
14：05

御代坂交差点
永崎海岸コンビニ駐車場(往路) 
永崎海岸コンビニ駐車場(復路)
アクアマリンふくしま臨時駐車場
日産いわき工場前

場　　所 距離 閉鎖時刻

※今大会では、コースの一部変更を予定しています。

●シャトルバス

■乗車する際は検温にご協力ください。
■参加者及び応援者以外の乗車はできません。

■フルマラソン参加者用
　いわき駅、湯本駅、アクアマリンパーク、各参加者駐車場
　　　いわき陸上競技場
■10km・5km・2km・2km親子マラソン参加者用
　いわき駅、泉駅、いわき陸上競技場、各参加者駐車場
　　　アクアマリンパーク

令和4年10月3日(月)正午～令和4年10月31日(月)

●申込みは先着順とし、定員に達した場合は大会ホームページ内でお知らせし、その時点で申込みを締切ります。
●大会当日、参加選手は健康保険証(写し)をご持参ください。
●一般の部は、高校生を除く18歳以上。
●年齢基準日は、大会当日とします。
●出走は参加申込者本人に限るものとします(代理出走の禁止)。また、年齢や性別の虚偽申告があった場合は、出走を取り消しますのでご注意くだ
　さい。
●招待選手を除き、国内在住者のみエントリー可とします（国籍は問いません）。
●車イスの方の参加はできません。
●視覚障がいのある方などの伴走が必要な方は、伴走者の参加申込は不要ですが、前後から「伴走者」であることが分かるようにしてください。
●マラソンのスタート順は、申込時の申告タイム順としますので必ずご記入ください。
　※申告がなかった場合は、最終ブロックとさせていただきます。
●住所には、マンション・アパートの部屋番号まで、記入してください。また、申込み後に住所等の変更があった場合は事務局までご連絡ください。
　住所の記入もれ、変更の連絡がない場合、ナンバーカード等の重要な書類が届きませんので、ご注意ください。
●参加者の宿泊予定を把握するため、その有無について記載をお願いします。但し、これにより宿泊施設の確約をするものではありません。
●大会中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・ラジオ・新聞・インターネット・イベントなどへの掲載権は主催者に属します。
●主催者が認める者により写真等の販売を行うことがあります。
●マラソン参加者の手荷物は、スタート会場からゴール会場まで主催者で搬送します。
●傷害保険は主催者が加入し、負担します。
●右頁の新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインも併せてご確認ください。

【申込みに際しての注意事項・申込規約】

１ 感染症対策のための誓約事項
お申込みになられた場合には、以下の事項を了承し、遵守することを誓約したものとする。 
　⑴本大会の感染症対策や中止規定並びに、個人情 報の取得、目的、提供の内容について了承すること。 
　⑵以下の場合は参加を辞退すること。 
　　ア　大会当日に発熱症状（体温37.5℃以上）や体 調不良の場合。 
　　イ　健康チェックシートの記入内容に不備がある場合。 
　　ウ　大会前４週間以内に、感染者と認められた場合。 
　　エ　大会前２週間以内に、新型コロナウイルス感染 症と診断された方との濃厚接触がある場合。 
　　オ　大会前２週間以内に、同居家族や身近な知人 に感染を疑われる方がいる場合。 
　　カ　大会前２週間以内に、政府から入国制限、入 国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ の渡航又は当該在住者との
　　　　濃厚接触がある場合。 
　⑶新型コロナウイルス感染防止対策を目的として、健康チェックシートの記録を含む個人情報は、行政 機関からの要請があった
　　場合に限り使用する。 
　⑷大会後に感染症を発症した参加者が発見された場 合は、感染経路の特定に向けた調査へ協力をするこ と。 
　⑸65歳以上の方や基礎疾患を有する方は、新型コロ ナウイルス感染症に罹患した場合、重症化するリス クが高いことを認識した
　　上で参加を検討すること。
２ 大会一週間前 
　⑴健康チェックシートで大会１週間前から体調管理 と体温測定の経過を記入すること。
３ 大会当日 
　⑴受付時
　　ア　主催者の指示に従い、検温を受け、必ず手指消毒を実施すること。 また、記入済み健康チェックシートを提出すること。
　　イ　発熱症状（体温37.5℃以上）が確認された場合、 新型コロナウイルス感染症への感染の有無にかかわらず、会 場への入場
　　　　や大会への参加は認めない。なお、こ の場合の参加料の返金は行わない。 
　⑵会場内での行動 
　　ア　会場内では、必ずマスクを着用する等、個人で も感染防止対策を講じること。 
　　イ　手荷物預り所では滞留せず、速やかに行動する こと。 
　　ウ　感染対策上、ゴミやマスクは各自で持ち帰ること。 
　　エ　設置の消毒アルコールをこまめに活用し、個人においても感染予防に努めること。 
　　オ　上記以外でも、大会主催者が状況に応じ、都度 求める感染防止対策に従わない場合は、大会への 参加を認めない。 
　⑶競技中 
　　ア　スタート時（スタートブロックへの移動・待 機）は、必ずマスクを着用すること。また、競技 中においては各自の判断により、
　　　　着脱は可とする が、外したマスクは必ず保管すること。 
　　イ　ウェーブスタート待機時は、他のランナーとのフィジカルディスタンスを保ち、会話は控えること。 
　　ウ　競技中に唾や痰を吐かないこと。 
　⑷競技終了後 
　　ア　フィニッシュ後は速やかに各自が持参したマス クを着用すること。 
　　イ　競技終了後、更衣室などでは、密を避けフィジ カルディスタンスを保つなど、感染防止に努める こと。 
　　ウ　ゴミやマスク等は各自持ち帰り、処分すること。 
　　エ　完走証はＷＥＢのみの発行とし、紙面での発行 は行わない。 
４ 大会終了後 
　⑴健康チェックシートに大会終了後２週間の体調管 理・体温測定経過を記入すること。 
　⑵大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染 症への感染が発覚した場合は、主催者に対して濃厚 接触者の有無について
　　報告すること。
５ その他 
　⑴沿道応援の際は、フィジカルディスタンスを確保することとし、声援は送らず拍手での応援とする。 
　　（ハイタッチ、私設エイドの禁止） 
　⑵当大会の運営スタッフにおいては､マスク着用を必須とし､必要に応じて､
　　ビニール手袋やフェイスシールド等の感染防止対策を講じる｡ 
　⑶体調不良を感じた場合は、すみやかに救護スタッ フまで申し出ること。 
　⑷大会参加者は新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) を利用する
　　ことを勧奨する。  
　⑸国・県のイベント開催方針や日本陸上競技連盟のガイドライン等の改訂
　　内容に応じて、随時、対策を検討するため、新型コロナウイルスワクチンの
　　接種証明又は陰性証明の提出を求めるなど､追加の対策を行う場合がある｡ 
　　※陰性証明に係る費用は、参加者の自己負担となります。

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン●種目・部門・申込み方法・定員・参加料・スタート時間・表彰対象者 先着順
種　目

マラソン
（42.195km）

部　門 定　員 参加料 スタート時間申込み方法 表彰対象者
2022年度陸連登録の部　男子
2022年度陸連登録の部　女子
一般の部　男子
一般の部　女子

10km
一般の部　男子
一般の部　女子
高校の部　男子

5km

2km

2km親子

一般の部　女子
高校の部　女子
中学の部　男子
中学の部　女子
小学の部　5・6年 男子
小学の部　5・6年 女子
小学の部　３・４年 男子
小学の部　３・４年 女子

小学1・2年と親

5,000人

800人

450人

350人

400人
(200組)

9,000円

4,500円

2,000円
4,500円
2,000円

1,500円

1,500円

4,000円

【第1号砲】
9時00分
【第2号砲】
9時10分
9時12分
9時17分
9時12分

9時21分

9時20分

9時00分

9時01分

8時50分

9時21分

インターネット
のみ

総合男女各上位
10位までの入賞
者及び登録の部
を除く各部門（年
代別）上位8位ま
での入賞者

各部門上位8位ま
での入賞者（一般
の部のみ年代別）

申込方法
インターネット申込
のみとなります｡

申込期間

※申込は定員になり次第、期限前でも締め切ります。
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申
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インターネット

RUNNET https://runnet.jp/ 
事前の会員登録(無料)が
必要です。

大会ホームページより、
申込サイトに簡単に
アクセスできます。

支払総額
4,000円
以下
220円。
4,001円
以上
5.5％
(税込)

A コンビニ

PayPal

Amazon
Pay

クレジット
カード払いB

C

D

各コンビニ指定の支払方法をご案内します。お申込みから一週間
以内にご入金いただけない場合はエントリーは無効となります。

ご指定のクレジット会社から、所定の期日に合計金額が
引き落としとなります。

※Paypalは銀行口座の引き落しの利用も可能です。

■自己都合による申し込み後のキャンセルはできません。
■重複入金の返金はいたしません。
■地震、津波等の風水害、降雪、事件、事故、Jアラート等による開催縮小・中止の場合は、中止決定時点までに生じた費用等を勘案し、返金の有無・金額等を
　検討します。

iPhoneの方 Androidの方 厚生労働省
ウェブサイト

COCOAのダウンロードはコチラ

以下の場合には大会を中止とする。なお、参加料については、中止決定時点までに生じた費用等を勘 案し、返金の
有無・金額等を検討する。 
　　ア　福島県に緊急事態宣言が発令されている場合(大会当日～概ね１か月前)
　　イ　福島県より開催中止を要請されている場合

新型コロナウイルス感染症による大会中止判断


