
防府読売マラソン大会事務局
〒747-0808  山口県防府市桑山二丁目1番1号
【TEL】 0835-25-2274　【Mail】 sports@city.hofu.yamaguchi.jp
【FAX】 0835-25-5578   【 HP】 https://hofu-yomiuri.jp/

お問い合わせ
申し込み先
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【電車】 ＪＲ山陽本線 防府駅より　

※十分な選手駐車場を
　確保しておりますので、
　極力自家用車でお越しください。

新型コロナウイルス感染症対策のた
め、ＪＲ防府駅みなとぐちとソルトア
リーナ防府間無料シャトルバスの運行
はございません。

第52回
防府読売
マラソン大会

12   19［日］開 催 日

2021 9   24［金］申込開始

2021

 

（
予
定
）

実況生中継！！
［テレビ］12：00～14：25
［ラジオ］11：45～15：00 ※radiko（ラジコ）で配信

テレビ・ラジオ
主　催 / 中国陸上競技協会、山口陸上競技協会、山口県、山口県体育協会、防府市、読売新聞社、KRY山口放送
後　援 / 日本陸上競技連盟、防府市スポーツ協会、報知新聞社、防府市教育委員会
主　管 / 山口陸上競技協会、防府市陸上競技協会
支　援 / 陸上自衛隊第17普通科連隊、航空自衛隊第12飛行教育団、航空自衛隊航空教育隊、
 陸上自衛隊第13飛行隊

□マラソン男子の部／65 丸山竜也 ［八千代工業陸上競技部］ 2:09:36
□マラソン男子IPC登録の部／4002 堀越信司［NTT西日本陸上競技部］ 2:22:28

□マラソン女子の部／5003 赤坂よもぎ ［STARTS］ 2:29:21
□マラソン女子IPC登録の部／4101 道下美里［三井住友海上］ 2:54:13

（兼）第22回日本視覚障がい女子マラソン選手権大会



（2）関門以外においても、著しく遅れて交通警備上支障があると判断した場合は、  

係員の指示により競技を中止し、収容車に乗車すること。 
 

（3）次の地点に給水所を設置する。（スポンジ、給食供給所は設置しない）  

4㎞、8㎞、14㎞、17.4㎞、22㎞、27㎞、34㎞、39㎞  

●定員 
（1）エリート  ①エリート男子 ②エリート女子  定員：男女あわせて250名程度  

（2）一般     ①山口県民枠  定員：500名程度（幸せます防府枠：定員100名）  

（3）IPC登録：定 員 な し 

●選定方法 

（1）エリート    定員を超過した場合、公認記録順に参加を認める  

（2）一般       定員を超過した場合、抽選により参加を認める。  

●参加料 

13,000円（税込） 
 
●参加申込 
（1）エリート（男女）  

期間：2021年9月24日（金）～2021年10月7日（木）  

発表：2021年10月22日（金）  

入金及び必要書類提出締切日：2021年10月29日（金）  

方法：インターネット（RUNTES）からエントリーしRUNNETの利用規約に従い申  

込むこと。出走権を得られた競技者は入金のうえ、記録証を10月29日（金）  

【消印有効】までに大会事務局へ送付すること。  

（2）一般（山口県民枠）  

期間：2021年9月24日（金）～2021年10月7日（木）  

発表：2021年10月22日（金）  

入金及び必要書類提出締切日：2021年10月29日（金）  

方法：インターネット（RUNTES）からエントリーしRUNNETの利用規約に従い  

申込むこと。出走権を得られた競技者は入金のうえ、記録証及び住民票  

または運転免許証等、公的機関が発行し、住所の記載がある物の写しを  

●競技方法
（1）次のとおり関門通過時間規制を実施する。

各関門閉鎖時刻に関門に到達していない競技者は競技を継続する権利を失う。
係員の指示により競技を中止し、収容車に乗車すること。

10月29日（金）【消印有効】までに大会事務局へ送付すること。
※住民票については提出日前3か月以内に取得したものに限る。
※幸せます防府枠は別に定め、大会ホームページに掲載する。

（3）IPC登録
方法：事務局より送付した専用振替払込用紙に必要事項を漏れなく記入のうえ、ゆう

ちょ銀行・郵便局窓口にて参加料を入金すること。入金後、申込条件を満たす記
録証等を大会事務局に送付すること。※専用振替払込用紙は第三者へ譲渡できない。

●記録証・住所確認書の提出
（1）記録証（申込みの際に記入または入力された大会のものに限る）、及び住民票または

運転免許証等、公的機関が発行し住所の記載がある物を、各申込締切日までに大会
事務局へ提出すること。記録は2017年11月1日以降の、日本陸上競技連盟公認コー
スで開催された大会の記録（グロスタイム）が対象となる。※書類はいずれもコピー可

（2）防府読売マラソン大会（第48回～第51回）の記録で参加申込をする競技者
は、事務局が記録確認を行うので記録証等の提出は不要。

（3）必要書類が事務局に到着後、その内容確認を行いエントリー完了とする。エン
トリー完了者は大会ホームページに掲載する。

（4）メール、FAXでの提出は無効とする。
（5）各申込締切日までに必要書類の提出がない場合、参加申込は取り消される。そ

の場合、返金対応はしない。

●表彰
（1）エリート／一般　男子・女子 各1位～8位

①男女の優勝者には優勝杯、男子の優秀新人には濱村杯・貞永杯を贈る。
②男子の優秀選手を海外レース等に派遣する。
③山口県内の参加者のうち最上位の選手（男子・女子）を表彰する。（県内トップ賞）
④男子の40歳代、50歳代、60歳代以上の各年代別選手の上位3人を表彰する。
⑤海外の優秀選手に国際親善神徳賞を贈る。
⑥招待選手で顕著な成績を収めた選手に敢闘賞を贈る。

（2）IPC登録　男子・女子 各1位
日本視覚障がい女子マラソン選手権大会として、IPC登録女子選手の上位3名
を表彰する。
※表彰式では、男子及び女子の優勝者、IPC登録男子及びIPC登録女子の優勝者のみ授与を
行う。その他の入賞者は後日郵送する。

 

●表彰式
日時：2021年12月19日（日） 各優勝者フィニッシュ後
場所：キリンレモンスタジアム陸上競技場

●選手受付
日時：2021年12月19日（日）9:00～11:00
場所：キリンレモンスタジアムソルトアリーナ防府（陸上競技場北側）
※大会2週間前までに「参加案内・体調管理チェックシート」を送付する。会場への入場は「参加案内・
体調管理チェックシート」の提示が必要。当日必ず持参すること。
※受付時に「参加案内・体調管理チェックシート」を提出すること。アスリートビブス及び計測用リグは受
付にて配布する。
※JR防府駅みなとぐちとソルトアリーナ防府間無料シャトルバスの運行はない

●スペシャルドリンク
エリート男子、エリート女子及びIPC登録の競技者が申し込める。配置を希望する
競技者は、申込時に所定箇所に記入または入力すること。設置の可否・受付場所・時
間については別途通知する。目印を含み高さ30㎝・直径8㎝以内とする。

●個人情報の取り扱いについて
主催者は、個人情報の重要性を認識するとともに、個人情報の保護に関する法律及
び関係法令を厳守し、主催者の個人情報保護指針に基づき、個人情報を取り扱う。大
会参加者へのサービス向上を目的とし、申込内容に関する確認、参加案内、関連情報
の通知・掲載、完走証、記録発表（ランキング等）に利用する。また、主催者（読売新聞
社、KRY山口放送）から新聞報道や番組制作に係る取材等で連絡することがある。

●ドーピング・コントロール
（1）本競技会は、ワールドアスレティックスアンチ・ドーピング規則及び規程、もしく

は日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会であ
る。本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿又は血液（或いは両方）の
採取が行われる。該当者は指示に従って検査を受けること。

（2）TUE申請について
禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わ
ざるを得ない競技者は“治療使用特例（TUE）”の申請を行わなければなら
ない。詳細については、日本陸上競技連盟医事委員会のホームページ
（https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、又は日本アンチ・ドーピ
ング機構ホームページ（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。

（3）競技会時、ドーピング検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必
要となる。顔写真のついた学生証、社員証、運転免許証、顔写真が鮮明なパス
ポートコピーなどを持参すること。

（4）本競技会参加者は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング規程にし
たがい、ドーピング・コントロール手続の対象となることに同意したものとみなす。

（5）本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検
体の種類を問わず）を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、
帰路の移動等個人的諸事情によりドーピング検査手続を完了することができな
かった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドー
ピング規則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制
裁等を受けることになるので留意すること。

（6）競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のた
め、競技運動終了後2時間の安静が必要となるので留意すること。

（7）日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容及びドーピング検査については、公益財団法
人日本アンチ･ドーピング機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）に
て確認すること。

●健康診断
健康診断は行わないため、参加者は事前に十分なトレーニングをし、各自の責任に
おいて健康状態を確認のうえ、参加すること。基礎疾患を有する方は、新型コロナ
ウイルス感染症発病時、重篤化するリスクが高い傾向にある。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、自己責任において参加すること。

●その他
（1）KRY山口放送によりテレビ・ラジオ中継を実施する。radiko.jpでスマートフォ

ン・PCから聴くことができる。（山口県外からは有料）
（2）広告目的で大会会場（コース上を含む）に企業名・商品名などを意味する図案

及び商標などを身に着けることや表示することはできない。また、幕、プラカー
ド等による主張や宣伝行為はできない。

（3）公認記録証は日本陸上競技連盟登録者に限り発行する。
（4）公認記録証（送料込み発行手数料600円）の発行を希望される方は、受付会場

にて発行手続き料を添えて申し込むこと。
（5）参加選手は、けが等による医療機関受診に備えて健康保険証（コピー可）を携

帯すること。
（6）仮装等、競技に相応しくない服装での出場は禁止する。
（7）計測用リグは所定の場所に装着すること。所定の場所以外に装着すると計測

できない場合がある。なお、参考タイムとしてネットタイムも計測する。
（8）貴重品預かり所を設置するので、希望者は受付時に配布する指定袋を利用す

ること。なお、預かり時及び返却時にはアスリートビブスの提示が必要。
（9）JR防府駅はICカードが使用できないので注意のこと。
（10）本大会は国内の関連するすべての法令を遵守し実施する。

●問い合わせ先
防府読売マラソン大会事務局
〒747-0808 山口県防府市桑山二丁目1番1号
TEL：0835-25-2274／FAX：0835-25-5578
E-mail：sports@city.hofu.yamaguchi.jp

●申込規約
（大会申込みに際して、参加者は下記の申込規約に同意のうえ、申込むこと）
①主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負
わない。
②エントリー後の変更、キャンセルはできない。
③年齢や性別の虚偽申告、申込人本人以外の出走（不正出走）は認めない。その場
合は出場が取り消され、今後の出走も断る場合がある。また、その場合、主催者
はいかなる補償もしない。
④過去の大会の参加申込用紙を使うなど、定められた手続きによらない申込みや、
記録証等の提出がなかった場合、当該申込は無効または取り消される。申込み後
は、必ず大会ホームページでエントリーが完了しているか確認すること。
⑤上記②③④、または過剰入金、重複入金の返金はしない。
⑥地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病などによる中止の場合、参加料返金の有無、
金額などについてはその都度主催者が判断する。
⑦大会に関する映像・写真・記事・個人記録（氏名・年齢・性別・肖像など）などが新聞・
テレビ・ラジオ・インターネット（配信含む）・大会プログラム・ポスターなどに報道・
掲載・利用されることを承諾したものとする。また、その掲載権・使用権は主催者
に属する。

【重要】新型コロナウイルスに関する対策と措置について
（1）本大会は日本陸上競技連盟策定の「ロードレース再開についてのガイダンス」

に従い、下記のとおり新型コロナウイルス感染症対策を実施する。
①大会1週間前から検温を行い、体調管理チェックシートに記入のうえ、大会当
日必ず持参すること。大会当日体調管理チェックシートが提出されない、また
適切に管理されていないと大会主催者が判断した場合、参加をお断りする。
②大会当日、会場にて検温を実施する。検温時、37.5℃以上と確認された場合
は参加をお断りする。
③上記①②により参加をお断りした場合の返金はしない。
④会場及び会場周辺エリアは選手及び大会関係者のみ入場可とし、選手のご
家族等、同伴者の入場はできない。
⑤大会当日、マスクを着用のうえ、来場すること。
⑥大会当日、他の参加者やスタッフとの距離を確保すること。（できるだけ2ｍ
最低1ｍ）
⑦こまめな手洗いや消毒を実施すること。
⑧大会終了後２週間検温を行い、体調管理チェックシートに記入すること。
⑨大会終了後、選手が感染者、濃厚接触者、感染疑い者になった場合、直ちに
大会主催者に連絡のうえ、大会主催者の対応に応じること。
⑩その他、大会主催者が定める新型コロナウイルス感染症対策に従い行動す
ること。

（2）個人情報の第三者への提供について
今大会は競技運営の目的以外に、新型コロナウイルス感染症対策を目的として
個人情報を取り扱う。新型コロナウイルス感染症対策として、主催者が必要と判
断した場合、保健所・医療機関などの第三者機関へ情報を提供する場合がある。

（3）大会中止について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により本大会の中止を判断した場合、
中止時までにかかった費用を清算し、参加料返金の有無、金額などについて主
催者が判断する。出走権については次大会に繰り越さず、失効とする。

第1関門

第2関門

第3関門

第4関門

第5関門

第6関門

7.7㎞

17.1㎞

22.5㎞

折り返し

35.0㎞

41.8㎞

ソルトアリーナ西交差点

ソルトアリーナ西交差点

防府駅西交差点

田島交差点南

開出交差点西

グロリアスゲート

0時間44分

1時間38分

2時間09分

2時間48分

3時間20分

4時間00分

12時46分

13時40分

14時11分

14時50分

15時22分

16時02分

関　門 距　離 場　　所 経過時間 閉鎖時刻

第52回防府読売マラソン大会        開催要項52nd
Hofu Yomiuri 
Marathon

（兼）第22回日本視覚障がい女子マラソン選手権大会

●大会名称
第52回防府読売マラソン大会（英文名：52nd Hofu Yomiuri Marathon）
兼 第22回日本視覚障がい女子マラソン選手権大会

●主催
中国陸上競技協会、山口陸上競技協会、山口県、山口県体育協会、防府市、
読売新聞社、KRY山口放送

●後援
日本陸上競技連盟、防府市スポーツ協会、報知新聞社、防府市教育委員会

●主管
山口陸上競技協会、防府市陸上競技協会

●支援
陸上自衛隊第17普通科連隊、航空自衛隊第12飛行教育団、
航空自衛隊航空教育隊、陸上自衛隊第13飛行隊

●日程
2021年12月19日（日） 12:02 スタート

●コース
防府読売マラソンコース
（日本陸上競技連盟・ワールドアスレティックス／AIMS公認コース）
キリンレモンスタジアムソルトアリーナ防府前県道～防府市大字田島折返し～
キリンレモンスタジアム陸上競技場）

●種目
マラソン（42.195㎞）

●制限時間
4時間（制限時間は号砲を基準とする）

●参加資格
（1）次の①・②・③の条件を満たす競技者

①大会当日満19歳以上
②2017年11月1日以降、申込期日までに国内外の公認競技会で下記基準以
内の記録を出した競技者（※記録はグロスタイム）
　□エリート男子／マラソン2時間30分00秒以内
　　　　　　　　  ハーフマラソン1時間10分00秒以内 ※要記録証提出
　□エリート女子／マラソン3時間00分00秒以内
　　　　　　　　  ハーフマラソン1時間20分00秒以内 ※要記録証提出
　□ 一般（山口県民枠・幸せます防府枠）／
   マラソン4時間00分00秒以内
　　　　　　　　  ハーフマラソン1時間33分00秒以内 ※要記録証提出
③2021年度日本陸上競技連盟登録競技者及び日本陸上競技連盟未登録者

（2）山口県民枠、幸せます防府枠については上記①・②・③に続き下記資格も要する
□山 口 県 民 枠 ／山口県に住民登録がある競技者
□幸せます防府枠／防府市に住民登録がある者、防府市に勤務している者、

防府市に所在する学校に在籍している者、いずれかに該
当する競技者

（3）主催者が推薦する男女競技者
（4）主催者が招待する男性競技者
（5）視覚に障がいのある者で、2021シーズンIPC（国際パラリンピック委員会）

登録競技者

●競技規則
2020-2021年ワールドアスレティックス（World Athletics：WA）ならびに日本陸
上競技連盟規則及び本大会規定による。なお、本大会は、WAが認定するエリートラ
ベル大会であり、WA Road Race Label Regulations（WAロードレースラベリン
グ規定）及びWA Advertising Regulations（WA広告規定）も適用される。
IPC登録に関しては、IPC（国際パラリンピック委員会）陸上競技規則及び本大会規
定による。


