参加のご案内（競技注意事項）

★新型コロナウイルス感染症対策について
本大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
さまざまな感染症対策を実施します。
内容の詳細は大会公式ホームページ（https://city-marathon.nagoya/conditions/）を参照ください。 ▶▶▶
参加にあたっては3月6日（土）からの検温・体調記録などを入力した「健康チェックシート
（WEB上）」の提出・確認が必要
となります。入力ページは3月1日（月）以降に大会公式ホームページで確認いただけます。

大会スケジュール
■ランナー受付（名古屋市東スポーツセンター）

■大会当日

3月12日
（金） 12：00〜20：30
13日
（土） 10：00〜19：30

3月14日
（日）
バンテリンドーム ナゴヤ前スタート

※上記受付時間外の受付は行いません。
※受付には、本人確認用の身分証明書および健康チェックシートの
確認が必要です。また、代理人による受付はできません。

7：45

※大会当日の受付は一切行いません。

■マラソンEXPO（バンテリンドーム ナゴヤ）
3月12日
（金） 12：00〜21：00
3月13日
（土） 10：00〜20：00
3月14日
（日） 19：00〜17：30
※各日、
最終入場は閉場の20分前

手荷物預け開始（9：00まで）
※入場前に検温・健康チェックシートの確認を行い、
「検温済」のリストバンドを装着いただきます。
※ブロックごとに推奨時間を設定します。

9：40
10：05
10：15

スタートブロックへの整列開始
スタートブロックへの整列完了
ハーフマラソンスタート
※ブロックごとに間隔を空けてスタートします。

12：10
13：20

ハーフマラソン表彰式（白川公園）
ハーフマラソン競技終了

ナンバーカード引換の際、本人確認を行いますので、
運転免許証やマイナンバーカードなど氏名が確認できる書類をお持ちください。（写真・コピー可）
発行：マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知実行委員会
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新型コロナウイルス感染症対策におけるルールについて
大 会 参加にあたっては以下の内容をお読みいた
だき、十分にご理解いただいたうえで参加いただ
きますようお願いいたします。
感染症対策は大会公式ホームページでも確認で
きます。

■トイレのルール
・利用前は必ず手指消毒をしてください。
・トイレ待機列では、距離を空けて整列してください。
・利用前後は除菌シートで、トイレレバー、トイレットペーパー
ホルダー、ドアノブを拭き取って入退室してください。除菌
シートはトイレ付近に設置します。
・利用後は必ずハンドソープ等で十分な手洗いをしてください。

▶ ご来場の際はマスクの持参・着用をお願いします。マスクは
不織布タイプを推奨します。
▶ 大会が指定する健康チェックシート（WEB上）の入力が必要
です。
▶ 会場入り口で検温および消毒を行います。
▶ 3密を回避するよう、各自ご協力をお願いします。
▶ 接触確認アプリ（COCOA）の利用をお願いします。

■給水のルール

3月6日〜14日の間に、37.5℃以上の発熱
や以下の体調異常があった方の参加はでき
ません。

■救護所のルール

①のどの痛み
②咳が出る
③痰が出たり、からんだりする
④鼻水、鼻づまりがある（アレルギーを除く）
⑤頭が痛い
⑥体のだるさなどがある
⑦発熱の症状がある
⑧息苦しさがある
⑨味覚異常（味がしない）
⑩嗅覚異常（匂いがしない）
⑪下痢
⑫薬剤の服用（解熱剤等上記の症状を緩和させる薬剤）
⑬同居家族や身近な知人に感染が疑われている人がいる
⑭新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触がある
※また、2月19日（金）以降にPCR検査もしくは抗原検査で陽性反応が
あった方、2月26日（金）以降に保健所から濃厚接触者と認められた
方の参加はできません。

■基本ルール
・体温、体調が参加基準を満たさない場合は速やかに参加を
辞退してください。
・バンテリンドーム ナゴヤ内、東スポーツセンター内は常時マ
スクを着用してください。
・スタートエリア内はマスク着用必須エリアとし、スタートする
まではずさないでください。
・手指消毒設置箇所では必ず消毒を行ってください。
・3密を意識し、個々の責任においても回避を心がけてください。
・大会終了後2週間は参加者として健康チェックを行い、体調不
良が起きた場合は報告を行ってください。
・その他大会が求める感染症対策に協力をお願いします。

■スタートのルール
・スタートするまではマスクを常時着用してください。
・整列時は1m以上空けて、待機してください。
・待機中、大きな声での会話はしないでください。
・スタート時は、アナウンスに従い、前の人が動くまで待機し
てください。
・スタート前に記念撮影を行う場合は、他人に依頼しないでく
ださい。
・ゴミは捨てずに持ち帰り、マスクや衣服の投げ捨てはしない
でください。

・混雑時は無理に割り込まず、順番を待ってください。
・飲み終わったコップは指定されたゴミ袋に入れてください。
・飲み物は分け合わないでください。
・飲み物を吐き出さないでください。

・救護所利用時はマスクを着用してください。
（救護所で配布
します）
・既往歴がある方は、必ずナンバーカード裏面に記載してくだ
さい。
・救護所利用時に行う検温等で、
医師が感染症の可能性がある
と判断した場合はリタイアを宣告する場合があります。
・救護所の利用は最大15分までとし、回復が見込めない場合
はリタイアとします。
・咳など風邪症状等感染が疑われる場合は、隔離する場合が
あります。

■収容バスのルール
・乗車前に検温や体調確認を行います。発熱等感染症の可能性
を疑う症状が見られた場合は、乗車できない場合があります。
・バス内ではマスクと防寒ポンチョを着用してください。
（バス
乗車時に配布します）

■更衣室（フィニッシュ後）のルール
・更衣の際は、直接イスや床に座らず、更衣室で配布するビニー
ルシートを広げて敷きディスタンスをとってください。
・更衣は15分程度で済まし、更衣後速やかに退出してください。
・汗等で濡れた服は袋に入れて持ち帰れるよう、各自袋を持参
してください。

■マラソンEXPOのルール
・入場制限を行うことがあります。
・食べ歩きは禁止とし、飲食は指定のエリアで行ってください。
また、着席時は1席以上空けてください。

■その他
・大会当日、入場口で検温した際に確認済みの印としてリストバ
ンドをお渡しします。リストバンドがない場合は各入場口にて
再度検温が必要となりますのでレース終了まで装着いただき
ますようご協力をお願いします。
・急病のランナーを介護するなどで接触した方は、大会関係者
に連絡先等を伝えてください。
・救命が必要だと判断した場合は、AEDを要請し、速やかに
119番通報を行ってください。対応した場合は必ず大会関係
者に連絡先等を伝えてください。
・ハイタッチなどランナー同士またはボランティアとの過度な
接触は禁止とします。

みなさまのご協力をよろしくお願いします。
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ランナー受付について
■受付日時
3月12日（金） 12：00〜20：30
3月13日（土） 10：00〜19：30
※受付は必ずご本人が行ってください。
（代理受付はできません）
※大会当日の受付は行いません。
※上記時間外の受付は行いません。公共交通機関の遅れ等による理由で
も時間外受付は行いませんので時間に余裕をもってご来場ください。

■受付会場
名古屋市東スポーツセンター 2階 第1競技場
住所：名古屋市東区大幸南1丁目1−10
※入場口にて検温および健康チェックシートの確認を行います。
※名古屋シティマラソンの受付会場はバンテリンドーム ナゴヤでは
ありませんのでご注意ください。

■アクセス
JR、名鉄「大曽根」駅から徒歩約15分
地下鉄、ゆとりーとライン「ナゴヤドーム前矢田」駅から
徒歩約5分
※駐車場はありません。公共交通機関でのご来場をお願いいたします。
※他の施設利用者、近隣住民の迷惑となりますので、路上駐車は絶対
にしないでください。

■健康チェックシートについて
本大会にご参加いただくためには、
3月6日
（土）
からの 検 温・体 調記 録などを入 力した「健 康
チェックシート」の提出・確認が必須となりま
す。具体的な入 力方法などは大 会 公式ホーム
ページでご確認いただけます。
※「健康チェックシート」の入力が確認できない場合、
大会に参加することはできません。
※3月1 日（月）
公開予定

■受付時に受け取る物一覧
●ナンバーカード
（ゼッケン）

●手荷物袋

P40001

●大会冊子

65
cm

Baggage

2021.3.14

10

-a

55cm

M

手荷物袋シールを
貼り付けてください。

●参加賞Tシャツ

●安全ピン

●手荷物袋シール

■受付に必要なもの
ナンバーカード引換証、身分証明書、健康チェックシートを
確認できるスマートフォン等もしくは結果画面を出力した用紙

●健康チェックシート（大会後）
●受付の流れ
①検温・健康チェックシートの確認
②本人確認（IDチェック）
ナンバーカード引換証と身分証明書をご用意のうえ、受付にお
越しください。 ナンバーカード引換証の誓約書および緊急連
絡先をあらかじめご記入のうえご来場ください。
●身分証明書について
本人確認を行いますので、運転免許証やマイナンバー
カードなど氏名が確認できる書類をお持ちください。
③ナンバーカード受け取り
ナンバーカード引換証に印字してあるご自身のナンバーに該当
する受付窓口でナンバーカード引換証を提出して、ナンバー
カード、参加賞、大会冊子、手荷物袋をお受け取りください。
※お受け取り時にナンバーカードが出走者自身のものであるかご確認
ください。
※ナンバーカード引換証は受付窓口にご提出ください。
※大会終了後2週間分の健康チェックシートをお渡しします。健康管理
にお役立てください。なお、体調を崩した、PCR検査で陽性となっ
た場合は速やかにランナーコールセンターへご連絡をお願いします。

④参加賞Tシャツ受け取り
ナンバーカードを提示して、Tシャツをお受け取りください。
※Tシャツサイズは申込時のサイズから変更できません。
※ナンバーカードが入ったビニール袋にTシャツサイズが明記されて
います。

デザインは変更に
なる場合があります。

■ナンバーカードについて
ナンバーカードセットの封入物
● ナンバーカード（胸用）1枚
● 安全ピン 4本

P40001
Baggage

2021.3.14

● 手荷物袋シール

ナンバーカードには計測チップが取り
付けてありますので、絶対に外さない
ようにしてください。計測チップには
ICチップが内蔵されていますので、テ
レビ等電波を出す機器に近づけないよ

10
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M

ナンバーカード表
緊急連絡先
記 入 欄

計測チップ

ナンバーカード裏
うにしてください。
ナンバーカードの裏面には緊急連絡先を記入する欄があり
ます。万が一の場合にご家族等への連絡に使用しますので、
必ず必要事項をご記入ください。
受付だけされて当日出走されない方は、計測チップを受付
会場ヘルプデスクへご返却ください。返却されない場合、
実費（2,000円）を請求させていただきます。
ナンバーカードは再発行できませんので、紛失や当日の忘
れに十分ご注意ください。失格の対象となります。

★注意事項
会場内へは受付される方のみの入場となります。入口にてナンバーカード引換証をご提示ください。
ナンバーカード引換証の誓約内容を必ずお読みいただき、誓約書欄・緊急連絡先欄には、必ずランナーご本人が記入・署名して
ください。未成年の方は、事前に保護者の署名をもらってください。
ナンバーカード引換証を紛失、忘れ等により受付に持参されなかった場合は、再発行いたします。受付会場ヘルプデスクをご案内
しますので、会場入口のスタッフへお申し付けください。
ナンバーカードの他人への譲渡、複製等の偽造は固く禁止いたします。万一、他人への譲渡、複製等の偽造が発覚した場合、
次回以降のエントリー禁止等の処分をさせていただくことがあります。
当日出走されない場合、参加料の返金はいたしません。

3
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スタートについて
★注意事項
※スタート前の更衣について
新型コロナウイルス感染症対策として、スタート前の更衣室はご用意しません。あらかじめ、レースに参加するウェアに上着
を着用するなどの状態でご来場ください。
※手荷物預けの推奨時間について
混雑緩和を目的とし、ブロックごとに手荷物預け推奨時間を設定します。設定された時間での来場にご協力をお願いいたします。
O・P・Sブロック＝7：45〜8：10

Q・Tブロック＝8：10〜8：35

ます。手荷物を受け取る際にはナンバーカードの提示が必
要です。
手荷物預け、受取場所は屋外となり、雨天時には手荷物が
濡れる場合があります。

●スタート会場
バンテリンドーム ナゴヤ
（スタートラインはドーム前交差点付近）

●スケジュール
7 ：15 検温・ナンバーカードチェックゲート開放
7 ：45 手荷物預け開始（9：00まで）
9 ：40 スタートブロックへの整列開始
10 ：05 スタートブロックへの整列完了
10 ：15 スタート

●スタートブロックへの整列
時間 9：40〜10：05
場所 ナンバーカード記載の指定ブロック（O 〜 T）
名古屋ウィメンズマラソンスタート終了後、スタートブロッ
クの整列を開始します。
スタートがスムーズにできるように、申告タイム順にスター
トブロックを割り振っています。ナンバーカードに印字さ
れた数字の前のアルファベットがご自身のスタートブロッ
クになります。スタートブロックの場所は次ページのスター
トブロック案内図をご参照ください。当日は会場内の案内
看板、係員の誘導に従ってください。安全でスムーズなス
タートのために、マナーを守り指定されたブロックへの整
列をお願いいたします。
10：05で各ブロックへの誘導を締め切ります。10：05
の整列に間に合わないランナーは、最後尾からのスタート
となります。10：15のスタートに間に合わない場合は、
出走できません。

●持ち物
ナンバーカード ※あらかじめ胸に着けてご来場ください。
手荷物袋 ※あらかじめ手荷物袋シールを貼付してください。
健康チェックシートが確認できるスマートフォン等もしくは画
面を出力した用紙

●トイレ
ドーム内のトイレをご使用ください。
※9：40からはドーム場外駐車場（スタートブロック周辺）の仮設トイ
レをご利用ください。

●手荷物預け
時間

7：45〜9：00
※手荷物預け推奨時間

O・P・Sブロック ‥‥ 7：45〜8：10
Q・Tブロック ‥‥‥‥ 8：10〜8：35
Rブロック ‥‥‥‥‥‥ 8：35〜9：00

ブロック整列およびスタートについて
感染症対策のため、ブロック整列時は隣のランナーとの間
隔を空けてお並びください。スタートまではマスク着用が
必須となります。ブロックごとに間隔を空け、順次スター
トします。 競技役員および係員の指示に従い、スムーズ
なスタート運営にご協力をお願いいたします。スタート後、
マスクは捨てないようにお願いします。

※9：00以降は手荷物のお預かりはできません。
必ず、9：00までに余裕を持ってお預けください。

場所

Rブロック＝8：35〜9：00

ドーム場外駐車場の手荷物預けトラック

手荷物袋には、必ず受付時にお渡しした手荷物袋シールを
貼り付けてください。
手荷物袋シールに印字された番号のトラックにて手荷物を
お預かりいたします。預けた荷物を再度取り出すことはでき
ません。
手荷物袋からはみ出る傘やキャリーバック等はお預かりで
きません。長傘は廃棄することとなりますので、会場に持
ち込まないようお願いいたします。
手荷物袋はお一人様1枚のみです。2枚以上の手荷物袋は
お預かりできません（くくり付ける行為も禁止）
。
貴重品、こわれもの、生き物、危険物等はお預かりできま
せん。貴重品等はウエストポーチ等で各自管理をお願いい
たします。貴重品紛失の場合は責任を負えませんのでご注
意ください。
お預かりした手荷物は、フィニッシュ会場にて返却いたし

●競技注意事項
日本陸上競技連盟競技規則および本大会の大会規定により
ます。
本人以外の代理出走は一切禁止いたします。
競技中の事故については応急処置のみ行います。大会開催
中の事故、傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内
になります。
ナンバーカード、計測チップの再発行は行いません。ナン
バーカード、計測チップを装着していないランナーは失格
の対象となります。
天候に関わらず、脱水症予防のため、レース中はこまめに
水分補給してください。

バンテリンドーム ナゴヤ場外駐車場

ハーフ手
荷物預け
① ②
③ ④
⑤ ⑥

1階から2階へ

7：45〜9：00までに手荷物
！ トラックへお預けください。
※9：40まではドーム内でお待ち
いただけます。

P40001

記載されている番号
のトラックに手荷物を
預けてください。

（拡大）

Baggage

Baggage

2021.3.14

2階から1階へ

10
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M
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※アップスペースはありません。
※ウィメンズマラソンスタートの模
様は場内大型ビジョンにて放
映いたします。ウィメンズマラ
ソンスタート付近は立ち入りが
規制されます。
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手荷物袋シール

手荷物預け時間

7：45〜9：00

終了時間間近の手荷物預けは非常に混雑します。
時間に余裕を持って手荷物をお預けください。

2021/02/24 11:13

スタートブロック案内図
トイレ 264 基

O
P
S

Q
T

R

（女性専用）

入場
（デッキ 2 階から）
ナンバーカードおよび
健康チェックシート確認・検温
リストバンド配布

START

2 階から 1 階へ

2階
（男子トイレ：81 基）
2階
（女子トイレ：60 基）
※9：40 以降は場外駐車場を
ご利用ください。

トイレ
40 基

スタートまでの流れ
ナンバーカードおよび
健康チェックシート確認・検温
リストバンド装着

手荷物預け
7：45〜9：00
ドーム場外駐車場
各指定番号のトラック

待機エリア
ドーム外野スタンド
トイレ
9：40 まで ドーム内トイレ
9：40 以降 ドーム場外
駐車場仮設トイレ
※スタッフの誘導に従ってお進みください。

スタートブロック整列
9：40〜10：05
O〜T の各ブロック

9：40〜10：05

スタートブロック整列

P40001

O〜 T

シティマラソン
スタートブロック

整列後、競技役員の誘導により
スタート地点へ移動。

Baggage

2021.3.14

スタートブロック

10

-a

M

仮設トイレ

10：15 スタート！
！

注意！
●スタート会場周辺は、様々な規制区間があります。大会スタッフの誘導・
指示に従ってください。
●スタート会場及び周辺道路はランナー以外の入場はできません。
●会場への自家用車・貸切バス・タクシー等での送迎はご遠慮ください。
●スタート前やレース中に、会場・コース周辺のビル・商業施設への出
入り、トイレの使用はしないでください。
●駐車場はありません。必ず公共交通機関でのご来場をお願いいたします。
●アップスペースはありません。
●新型コロナウイルス感染症対策のため、沿道での応援は自粛をお願い
いたします。

！ スムーズなスタート整列にご協力ください
①レースに出場する服装で来場
②7：45〜9：00までに手荷物預け
（ブロックごとの推奨時間での来場にご協力をお願いします）
③スタートブロックへは10：05までに整列
④トイレはお早めに

ブロック整列およびスタートについて
感染症対策のため、ブロック整列時は隣のランナーとの間隔を空けてお並びください。スタートまではマスク着用が必須となり
ます。ブロックごとに間隔を空け、順次スタートします。競技役員の指示に従い、スムーズなスタート運営にご協力をお願いい
たします。
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●救護所

レース中について
●服装
ナンバーカードが見える服装で参加してください。
※ナンバーカードは一番外側のウェアに付けてください。

公序良俗に反する服装はご遠慮ください。他のランナーを
不快にさせたり危険がおよぶ仮装は認めません。
仮装などに関するガイドライン
大会規則、その他法令及び公序良俗に反するような行為や仮装はもとより、次の
①から⑪は認めません。主催者側がこれらに該当すると判断した場合は、大会へ
の参加を認めず、レース開始後に競技を中止させることがあります。これに対す
る異議は一切認められないことをご了承ください。
①他のランナーに対して危険と思われる服装や携行品を身に付けたり、顔全体を覆っ
たりするなど、他のランナーを傷つけたり、転倒させたりするおそれがある行為
（例）
・剣や棒、甲冑、リベットなどを打ちつけた服など、接触により他のランナーを
傷つけるおそれのある服装、着ぐるみなどの着用
・のぼり旗など、30㎝以上の長いものや大きいものを持ったり、背負ったりす
ること
・裾の長いスカートや着物など、転倒のおそれが高いものの着用
・複数のランナーが連なるなど、他のランナーの進路を妨害する可能性の高いもの
②他のランナーや観戦者を不快にさせるなど、スポーツ大会にふさわしくない服装
などの着用
（例）
・裸あるいはそれに近い下着姿
・裸を連想させるようなコスチューム
③政治的、宗教上の主張をPRするものや広告宣伝等を目的とした服装などの着用
（例）
・政党名のたすきや政治的・宗教的な主張をプリントした服装
・政治家、宗教指導者あるいは製品などを模した着ぐるみ
④大会主催者が認めていない個人の名前、特定の地域・団体などをＰＲするものや
広告宣伝等を目的とした服装などの着用
⑤他のランナーがスタート合図と誤認し、大会運営に混乱を招くおそれのある物（強
い光、閃光等を発生する照明器具、ホイッスルもしくは警笛または破裂音や爆発
音を発生させる花火など）や他のランナーの妨げになるような大音量を発生する
器具の使用
⑥スタートラインやフィニッシュライン付近ほか沿道各所で、踊り、演技などをしたり、
立ち止まったりするなどの遅延行為
⑦募金、署名等を求める行為
⑧競技中、コースの一部で緊急車両や一般の方の横断をさせる場合があり、これを
妨げようとする行為
⑨テロ対策を困難にする服装などの着用
⑩AED等、医療機器の使用を困難にする服装などの着用
⑪その他、①〜⑩以外で主催者が大会参加にふさわしくないと判断したもの

●走路・距離表示
コース上は交通規制が行われていますが、大会車両・緊急
車両が並走・横断する場合があります。競技役員が進路の
変更や走行停止を指示することがありますので十分ご注意
のうえ案内誘導に従ってください。
距離表示は1kmごとに設置します。

●「名古屋ウィメンズマラソン」ランナーとの並走について
同日開催で9:10にスタートする「名古屋ウィメンズマラ
ソン」の最後尾ランナーに「名古屋シティマラソン」の先
頭ランナーが6km地点付近で追いつくことが予想されま
す。以降ハーフマラソンフィニッシュまでは「名古屋ウィ
メンズマラソン」のランナーと並走する区間となりますの
で、あらかじめご了承ください。

●コース閉鎖
交通・警備・競技運営上、下記地点でコース閉鎖を行います。
コース閉鎖後に競技を続行することはできません。
コース閉鎖後、コース上に残っているランナーは歩道に上が
り、競技役員の指示に従って、次のコース閉鎖地点で収容バ
スに乗車するか、最後尾の収容バスに乗車してください。ま
た競技役員が競技続行不可能と判断した場合、競技中止を指
示することがありますので、その指示に従ってください。
ハーフマラソン
場所
スタート
名古屋市博物館
妙音通4交差点
大久手交差点

距離
0km
6.0km
10.4km
15.7km

閉鎖時刻
10:40
11:23
11:55
12:35

フィニッシュ

21.0975km

13:20

コース上、フィニッシュに救護所を設置しています。
救護所には医師、看護師が待機していますので体調不良の
方は申し出てください。
各救護所は、救命処置を重視した体制で運用され、競技中
の傷害については応急処置のみ行います。
それ以上の処置及び責任は負いかねますので各自十分にご
注意ください。
※救護所に家庭用常備薬（胃腸薬、感冒薬、湿布など）の用意はあり
ません。また、スプレーの処置は行いません。
※18kmおよび白川公園にコールドスプレーを設置しますので、各自
で処置してください。主催者側では処置しません。
※万が一の場合に連絡をとるために、ナンバーカード裏面の項目を必
ず全て記入してください。
※レース中に医療機関での受診が必要となった場合、その経費につい
ては自己負担になります。健康保険証のコピーを持参してください。

●トイレ
仮設トイレをコース上各所に設置しています。コース上に
看板による表示がありますので、必ず所定の場所にてお願
いいたします。
●途中棄権
コース閉鎖地点以外で途中棄権する場合は、コース上の競技
役員に途中棄権することを申告し、下記のいずれかの方法で
フィニッシュ会場（ハーフ：白川公園）までお越しください。
①直近のコース閉鎖地点まで行き、収容バスに乗車する。
②最後尾の収容バスに乗車する。

表彰・記録
●表彰
会場：白川公園（12:10予定）
対象：男子総合1〜8位、年代別1〜3位
女子総合1〜8位、年代別1〜3位

※10歳刻み
※10歳刻み

※総合は号砲からの計測記録（グロスタイム）、年代別はスタートラ
イン通過時からの計測記録（ネットタイム）で表彰します。
※年代別表彰は総合入賞者を除きます。
※総合4〜8位と年代別の表彰式は行いません。表彰状を後日送付い
たします。

●タイム計測
本大会では計測チップを使用します。計測チップは受付の際
にお配りするナンバーカードの裏面に取り付けられていま
す。絶対に外さないようにしてください。
計測チップはレース終了後回収します。途中棄権したラン
ナーはコース閉鎖地点または収容バスにて回収いたします
ので係員に返却してください。
計測チップの紛失、未返却の場合は、実費（2,000円）
を請求させていただきますのでご注意ください。
返却忘れ等で後日返却の場合は、下記宛先までお送りください。
計測チップ送付先：〒152-8532（住所不要。郵便番号で届きます）
マラソンフェスティバル ナゴヤ･愛知 計測チップ返却 係

●記録速報
応援ナビ

PC・スマートフォン・タブレット等で、ランナーの
予測位置情報を地図上でチェックできます。
※この記録は速報の為、参考タイムになります。
※沿道での応援は自粛をお願いします。

［携帯、スマートフォン］

●記録証
公式記録（グロスタイム）、スタートライン通過時刻から計測
したタイム（ネットタイム）と5kmごとに計測したスプリット
タイムを記載した記録証を後日送付します（4月上旬予定）。
※記録証は制限時間完走者のみに発行し、制限時間外ランナーには
発行いたしません。
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コースMAP
バンテリンドーム
ナゴヤ

START

20

ハーフ 10：15

19

km

高岳

赤萩

屋
名古

日銀前
内山町

桜通

錦通

ハーフ
FINISH

白川公園

広小路通

今池
若宮大通

白川公園

15.7km コース閉鎖

鶴

舞

若宮大通

15
km

大須観音
鶴舞公園

御器所通

19

153

5

km

金山
桜山

名古屋市博物館

環状線

凡

瑞穂
運動場西

例

6km コース閉鎖

パロマ瑞穂
スタジアム

10.4km コース閉鎖

救護所

10

コールドスプレー

km

新瑞橋
弥富通

地下鉄
堀田

給水所

給水所
5km

水
○

スポーツドリンク
○

7.5km
10km

○
○

○

12.5km

○

15km

○

17.5km

○

○

救護所

実距離

6km
10km

5.8km
10.4km

名古屋市博物館駐車場
ドコモショップ 新瑞店駐車場

15.7km
18.7km
ー

千種コミュニティセンター
レクサス高岳駐車場
白川公園

16km
18km
白川（ハーフフィニッシュ）

場所

※新型コロナウイルス感染症対策として、飛沫混入防止のため、給水は紙コップでフタをした状態で提供します。
※各給水所ではコース手前のテーブルほど混雑しますので、できるだけ奥のテーブルから取ってください。
※上記地点の給水所以外での給水・給食については、主催者は一切責任を負いません。
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ハーフマラソンフィニッシュ会場（白川公園）
①

フィニッシュ後の流れ

Finish

①フィニッシュ
↓ ※マスクを配布します。
②計測チップ返却
↓
③給水・給食
↓
④手荷物受け取り
↓
⑤更衣

※周辺施設での着替え・
待ち合わせ等はご遠慮ください。

■ハーフマラソンフィニッシュ会場
白川公園
〒460-0008 名古屋市中区栄2-17
■アクセス
地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約8分
地下鉄名城線「矢場町」駅 徒歩約10分
地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約7分
伏見駅

でんきの科学館
日土地
名古屋ビル

御園座

※更衣テントは順番待ちが予想されます。
雨、風をしのぐ設備がありませんので、
体を冷やさないようにご注意ください。

②

三蔵通
伏
見
通

更

更

⑤

広小路通

⑤

白川通

本
町
通

名古屋市科学館

表彰
中消防署

白川公園
名古屋市美術館

至

インフォ i

大須観音駅

至 矢場町駅

■手荷物返却について
スタート時に預けた手 荷物は、白川公園フィニッ
シュ会場で返却いたします。受け取る際はナンバー
カードの提示が必要となります。
手荷物は14：10までにお受け取りください。

所定のトラック番号の
③ 手荷物返却所へ

④

※周辺道路の交通事情等により、手荷物運搬トラックの到
着が遅れる場合もありますので、予めご了承ください。

救護所

⑤

更衣

白川ブリッジ

④

●駐車場はありません。必ず公共交通機関でご来場ください。
また、
自家用車、
貸切バス、
タクシー等での送迎はご遠慮ください。

大会中の傷病について
大会参加により傷病が発生した際は下記の通り補償いたします。
補償項目
死亡補償金
後遺障害見舞金
入院見舞金（日額）
通院見舞金（日額）

1名あたりの補償額
500万円
＊
500万円
3,000円
3,000円

＊後遺障害等級により支払割合が異なります。

ご請求は下記の担当窓口までお問い合わせください。
［担当窓口］
株式会社東海放送会館

（注）請求にはマラソン大会中のケガであることの確認のため診断書のご
提出をお願いしております。
※診断書のご提出がいただけない、もしくはマラソン大会での傷病
と判断できない場合はお支払いできません。
※診断書以外の必要書類については担当窓口からご案内させていた
だきます。
（注）ご請求については大会後、6ヵ月以内に左記担当窓口に連絡をいた
だいたものに限ります。

TEL：052-954-1071
（平日 10:00〜17:00）
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バンテリンドーム ナゴヤへのアクセス・案内図
東大曽根

地下鉄名城線・JR・名鉄「大曽根」駅

12、13 日順路

大曽根駅

大曽根駅

14 日順路
矢田四丁目

地下

鉄名

ゆと

りー

名
鉄
瀬
戸
線

中
央
本
線

城線

とラ

イン

道

街

戸

ゆとりーとライン
大曽根駅

瀬

矢田二丁目

矢田五丁目

大曽根駅

J
R

市立矢田
小学校

環
状
線
矢田南
四丁目

三菱電機
（株）
名古屋製作所

※通り抜けできません

ナゴヤドーム前
矢田駅

︵デ
ッキ
上を
通行
︶

環状線西側
歩道を通行

ナゴヤドーム前
矢田駅
地下
鉄名
城線

3月12、13日 受付会場
名古屋市東スポーツセンター
※2F入口からご入場ください。

栄方面

名鉄瀬戸線

徒歩
ナゴヤドーム前
矢田駅

JR 中央線

金山方面

名
鉄

地下鉄名城線（左回り）

J
R

地下鉄名城線

名古屋

伏見

大曽根

名鉄

地下鉄桜通線
栄

千種

今池

地下鉄鶴舞線

金山

徒歩

バンテリンドーム ナゴヤ

JR 中央線

大曽根駅

名古屋駅方面

ナゴヤ
ドーム前
矢田

イオンモールナゴヤドーム前

ナンバーカードチェック・検温
（デッキ上）

ナゴヤドーム西

（デ

ッキ

上を

通行

）

バンテリンドーム
ナゴヤ

ナゴヤドーム前

イン

とラ

りー
ゆと
六所社前

ナゴヤドーム南

東スポーツセンター
バンテリンドーム ナゴヤ

本山

地下鉄東山線

八事

新瑞橋

マラソンEXPO（入場無料）
3月12日（金）12：00〜21：00
13日
（土）
10：00〜20：00
14日
（日） 9：00〜17：30

※名古屋シティマラソンの受付会場は「名古屋市東スポーツセンター」です。バンテリンドーム ナゴヤではありませんのでご注意ください。
※大会当日「ナゴヤドーム前矢田」駅は大変混雑することが予想されますので、JR中央線・名鉄瀬戸線「大曽根」駅のご利用にご協力ください。
※大会当日、地下鉄名城線右回りは、大変な混雑が予想されます。金山方面からは地下鉄名城線左回り、名古屋駅方面からはＪＲ中央線、栄方面からは名鉄瀬戸線
のご利用をおすすめいたします。
※駐車場はありません。必ず公共交通機関でご来場ください。
※会場への自家用車・貸切りバス・タクシー等での送迎はご遠慮ください。

名古屋シティマラソン
大会ホームページ
https://city-marathon.nagoya/

交通規制に関するお問い合わせ
TEL： 0570-666401（平日 10：00〜17：00）
3月6日
（土）
、7日
（日） 10：00〜17：00
3月8日
（月）
〜13日
（土） 10：00〜21：00

3月14日
（日） 7：00〜17：00

宿泊に関するお問い合わせ
マラソンフェスティバル ナゴヤ･愛知
ランナーコールセンター
TEL： 0570-550661
3月11日（木）までの平日
10：00〜17：00
3月12日（金）、13日（土）
10：00〜21：00
3月14日（日）
5：00〜18：00

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 2021 宿泊事務局
（株式会社JTBビジネスネットワーク 中部MICEセンター内）
TEL：052-446-5099（平日 10：00〜17：00）
e-mail：cub̲mice@jbn.jtb.jp
大会の最終決定について
災害 悪天候等による大会の中止に関する発表は下記の日程と方法で行います
最終決定日時 ： 3月14日（日） 5：00
発表方法
： 大会ホームページ
電話音声案内サービス 0180-99-3330
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