信越自然郷

第８回北信州ハーフマラソン大会要項

主

催 飯山市 木島平村 野沢温泉村 長野朝日放送 北信州ハーフマラソン実行委員会

主

管 飯山市陸上競技協会 木島平村体育協会陸上部 野沢温泉村体育協会陸上部

後
援 長野陸上競技協会 信濃毎日新聞社 朝日新聞長野総局 北信濃新聞
(依 頼) 北信ローカル・りふれ テレビ飯山 ふう太ネット木島平 テレビ菜の花
協
力 国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所 北信地域振興局 北信建設事務所
(依 頼) 飯山警察署 飯山赤十字病院 飯山市区長会協議会 岳北消防本部
飯水岳北交通安全協会 飯山市交通安全指導員会 長野県柔道整復師会
飯山市建設業協会 飯山市スポーツ推進委員会 木島平村スポーツ推進委員会
野沢温泉村スポーツ推進委員会 飯水陸上競技協会

協

賛 各社

期

日 令和２年９月２０日（日） 雨天決行

会

場 スタート
ハーフマラソン
10Km マラソン
３Km マラソン
フィニッシュ
全種目

野沢温泉村役場
道の駅ファームス木島平
飯山市 本町商店街
飯山市 本町商店街

コ ー ス ①ハーフマラソン、②10Km マラソン、③３Kｍマラソン
種

目

距

離

ハーフ
マラソン

１０ｋｍ
マラソン

種目番号
１－１
１－２
１－３
１－４
１－５
１－６
１－７
１－８
１－９
１－10
２－１
２－２
２－３
２－４

（年齢起算日は、大会当日令和２年９月２０日）
（３Km マラソン小学生は、大会開催日での学年）
組
別
スタート予定時間
一般男子１部（高校生～29 歳）
一般男子２部（30 歳～39 歳）
一般男子３部（40 歳～49 歳）
一般男子４部（50 歳～59 歳）
一般男子５部（60 歳以上）
８：３０
一般女子１部（高校生～29 歳）
一般女子２部（30 歳～39 歳）
一般女子３部（40 歳～49 歳）
一般女子４部（50 歳～59 歳）
一般女子５部（60 歳以上）
一般男子１部（高校生～29 歳）
一般男子２部（30 歳～39 歳）
８：３０
一般男子３部（40 歳～49 歳）
一般男子４部（50 歳～59 歳）

３ｋｍ
マラソン

２－５
２－６
２－７
２－８
２－９
２－10
３－１
３－２
３－３
３－４
３－５
３－６
３－７
３－８

一般男子５部（60 歳以上）
一般女子１部（高校生～29 歳）
一般女子２部（30 歳～39 歳）
一般女子３部（40 歳～49 歳）
一般女子４部（50 歳～59 歳）
一般女子５部（60 歳以上）
小学生男子 ４年生
小学校男子 ５年生
小学校男子 ６年生
中学生男子
小学生女子 ４年生
小学校女子 ５年生
小学校女子 ６年生
中学生女子

募集定員 ハーフ 1,800 名、10Km 800 名、３Km 200 名
申込方法 申込み開始
郵便振替
ランネット

８：４０

合計 2,800 名

2020 年４月 1 日（水）
2020 年７月 7 日（火）締切（当日消印有効）
2020 年７月14日（火）締切

参加資格 ハーフマラソン・10Km マラソン： 高校生以上
３Kｍ： 小学生４年生 から 中学生 まで
参 加 料 ハーフマラソン ５,２００円
１０ｋｍ ３,９００円（高校生は２,７００円）
３ｋｍ
１,７００円
参 加 賞 大会オリジナルスポーツタオル

地元米で作ったおにぎり

表

彰 各組１位から６位まで
（１位には特製メダル、賞状 2 位～6 位は賞状）

副

賞 各組１位から６位の方には協賛企業より副賞をお渡しします

特 別 賞 ハイエイジ賞 男女各１名 遠来賞 南北から男女各１名 誕生日賞
表 彰 式 ゴール地点にて、随時行います。
（閉会式は行いません。）
大会日程 ハーフマラソン・10Km マラソン
荷物預かり時間
６時３０分から８時１０分まで
開 会 式
８時００分
スタート
８時３０分
表 彰 式
１０時２０分から随時
３Kｍマラソン
開 会 式
８時１０分
スタート
８時４０分
表 彰 式
９時４０分から

記録計測 自動計測チップで行います。
公式記録は、北信州ハーフマラソンホームページに大会当日中に掲載します。
競技規則 本大会は 2020 年度日本陸上競技連盟競技規則及び大会の申し合わせ事項により実施しま
す。
関

門 ４カ所設置
関 門
第１関門（赤瀧神社前）
第２関門（小菅講堂）
第３関門（新進漬物㈱前）
第４関門（中央橋手前）

地点距離
４.０km 地点
７.８km 地点
１４.５km 地点
２０.１km 地点

給 水 所 主催者で、７カ所設置します。
終了時刻 １１時２０分（スタートから２時間５０分）
ゴール約 2km 手前の国道は、１１時１５分に交通規制解除となるため、通告係の指示に
より歩道への移動をお願いする場合があります。
注意事項
１ 申込受付後の種目変更、キャンセルはできません。重複申込みの場合でも、返金いたしません。
２ 住所の変更、代表者による一括での申込み等により、お送りするナンバーカード等が返送され
た場合、事務局で確認後、
「着払い」で再送します。
３ 災害、事故、感染症の蔓延等の事情により、大会を縮小、中止することがあります。その場合、
参加料は返金いたしません。
４．ナンバーカード、計測の IC チップは、事前に送付します。当日、ナンバーカード、IC チップを
忘れた方は、スタート地点案内にて再発行します。なお、再発行の料金として、1,000 円を頂き
ます。
５．参加者は、事前に医師等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、当日
の出走を決めて下さい。
６．大会当日は、健康保険証を携行して下さい。
７．代理出走を認めません。代理出走が発覚した場合は、出走を取り消します。
８．IC チップを適正に着用しなかった場合、記録が取れない場合があります。その場合においては、
到着時間、順位を記載した完走証をお渡しできません。また、記録がとれなかった場合、到着
順位はありません。
９．給水所は、主催者が準備します。任意の給水所（個人等で参加する給水所）の設営を制限して
いません。
10．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
ども含む。
）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。
11．関門制限時間は、遵守して下さい。関門、収容については、異議申し立てを認めません。
12．11:15 に国道 117 号の交通規制を解除します。11:10 には、国道上のランナーは、歩道に移動し
ゴールを目指して下さい。
13． 大会開催中の傷害については、主催者が応急処置を行いますが、それ以降の責任を負いません。
（参加者の傷害保険に加入します。
）
14．主催者は、個人情報保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、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、各参加者案内、記録通知、次回大会の案内、大会協賛、
協力関係団体からのサービス提供、記録発表等に利用し、大会の目的以外で使用しません。
15．大会中に写真撮影、映像撮影を行います。
（撮影した写真、映像は、関係自治体広報誌・公式ホ

ームページ、長野朝日放送ホームページ及び関係映像番組等に掲載されることがあります。）
16．ハーフマラソン、10Km マラソンのスタート会場からゴール会場までの荷物運搬車両を用意しま
す。出走 20 分前までにお荷物をお預け下さい。（運搬に支障がでるような大きな荷物はご遠慮
下さい。貴重品については各自の責任で管理してください。
）
17．参加者は、大会会場（コース上を含む。）に企業名、商品名などを意図する図案及び商標など、
広告的なものを身に着けたり、表示することはできません。
（ウェアに印刷されたものを除く。
）
18．計測に使った IC チップは、ゴール会場で返却をお願いします。返却いただけない方は、紛失さ
せたものとみなし、1,000 円をいただきます。リタイヤされた方については、輸送バスの中で、
添乗員が回収します。
19．都合により当日出走されない方は、同封の返却用封筒にて IC チップをご返送下さい。返送に当
っては、同封の返却用封筒を使って下さい。
（返送期限内は切手がいりません。）

○ 大会参加に関する問い合わせ先
〒380-8550 長野市栗田 989-1
長野朝日放送株式会社 TEL 026-213-8202
○ 大会全般に関する問い合わせ先
〒389-2292 飯山市大字飯山 1110－1
飯山市教育委員会事務局スポーツ推進室内
TEL0269-62-3111（内線 353 354）FAX0269-62-5990
Mail:halfmarathon@city.iiyama.nagano.jp
○ 各会場周辺の宿泊に関する問い合わせ先
飯 山 市：信州いいやま観光局 TEL 0269-62-3133
木 島 平 村：木島平村観光振興局 TEL 0269-81-1620
野沢温泉村：野沢温泉観光協会
TEL 0269-85-3155

