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中学生以下 (参加料2,800円 ) の方は、※2の記入は必要ありません。
※２ 中学生以下の方の参加賞は、オリジナルマフラータオルです。

大会前（令和2年１月中旬予定）にナンバーカードや記録
計測チップ、参加賞など大会参加に必要な物を事前送付し
ますので、当日は会場での受付はありません。

●申込時に住所を正確・詳細にご記入・ご入力ください。
●申込後に住所変更した場合には、必ず守谷ハーフマラソン事務
局、郵便局への転居届の手続きをお願いいたします。
●事前送付されたナンバーカードまたは記録計測チップを紛失も
しくは当日忘れた場合、当日会場で再発行（有料：1,500円）
が必要となりますので必ずご持参ください。※1月下旬以降、事
前送付物が届かない場合は必ず事務局へご連絡ください。

〔その他事前送付物〕
　大会プログラム、チップ返却用封筒、協賛チラシ 等

ナンバーカード、記録計測チップ、
参加賞等は大会前に送付します
ナンバーカード、記録計測チップ、
参加賞等は大会前に送付します レース中、急病などによりコース上でランナーの救護が必要になる場

合が想定されます。そのため守谷ハーフマラソンでは一般ランナーと
同様に大会に参加しながら、ランナー目線で異常があるランナーを早
期に発見するメディカルランナーを募集します。ご協力いただける方
は、エントリーと同時にお申し込みください。（申込終了後、大会事務
局から詳細をご連絡させていただきます。）
【内容】レース中にランナーが倒れる等の緊急事態が発生した際に、

救護活動や救護スタッフの補助を行っていただきます。
【対象】ランナーとして参加していただく方のうち、医師・看護師・救

急救命士に限定します。

申込期間　令和元年9月20日（金）午前9時～11月1日（金）
対　　象　守谷市外の方
定　　員　50人（先着）
守谷市に 18,000 円以上の寄附をいただいた方を対象に、無料参加
の権利を進呈いたします。詳しくはふるさと納税総合サイト「ふるさと
チョイス」をご覧ください。
※問合せ先　守谷市役所財政課　TEL 0297-45-2000

メディカルランナー募集！メディカルランナー募集！

ふるさと納税枠ふるさと納税枠
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第2関門 法花坊交差点 14.6㎞ 11:48（108分）
第3関門 天神北交差点 16.5㎞ 12:02（122分）
第4関門 第2折返し地点 19.5㎞ 12:23（143分）

第1関門 第1折返し地点 12.8㎞ 11:35（95分）

①大会参加に関しては十分にトレーニングし、事前に

健康診断を受診するなど体調には万全の配慮をした

上で参加してください。当日体調がすぐれない場合

は、勇気を持って辞退してください。

②大会前日は充分に睡眠をとり、当日に備えてくださ

い。

③大会当日の朝食は必ずとり、充分にウォーミングアッ

プを行った上で競技に臨んでください。

④競技中の事故については、応急処置のみ主催者側で

行いますが、その後の責任は一切負いません。

⑤ランニング中、医療スタッフにより明らかに体調に

異変を感じていると認められる場合には、レースの

中断を勧告いたします。

【健康管理】

HMCC（ハーフマラソンチャレンジカップ）とは、日本陸連公

認大会のみが参加できるマラソンに挑戦する人を応援する本

年度から始まっているプロジェクトです。

※フルマラソンについては2017 年から開始

【参加選手に提供される主な内容】

①日本新記録樹立で賞金 200 万円を提供

②大会新記録更新で賞金（50,000円～200,000円）の提供

※ハーフマラソンのみ

※対象者が複数いた場合、上位１名のみが対象となります。

参考：男子 1時間 3分 58 秒、女子 1時間 18 分 02 秒

を更新した場合

③初ハーフマラソン完走者、自己記録達成者、サブ 1時間

20 分（男 子）、サブ 1時 間 30 分（女 子）には記 念

WEB記録証発行

その他HMCCの詳細は以下URLを確認してください。

https://www.marathon-cc.com/hmcc/

【HMCC（ハーフマラソンチャレンジカップ）の参加】

招
待

ハーフマラソンのスタート位置は、申し込みの申告タ
イム順にブロック分けをいたします。虚偽の申告は安全
な大会運営に支障をきたします。参加者のみなさまの
ご理解とご協力をお願いします。
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守谷ハーフマラソン

パソコンまたは携帯電話からRUNTES 
http://runnet.jp/にアクセスし、大会エントリー
ページの指示に従ってお申込ください。

クレジットカード・
コンビニ・
ATMなど

現金

クレジットカード・
コンビニ・
ATMなど守谷ハーフマラソン

パソコンまたは携帯電話からRUNTES 
http://runnet.jp/にアクセスし、大会エントリー
ページの指示に従ってお申込ください。

守谷ハーフマラソン事務局(守谷市教育委員会生涯学
習課内)で、下記の申込書でエントリー

RUNTESインターネット
・携帯サイトエントリー

RUNTESインターネット
・携帯サイトエントリー

大会事務局へ持参

※エントリー手数料：4,000円まで205円、4,001円以上5.15%（税込） 
※募集期間中に消費税率が引き上げられた際には、 RUNTES手数料も税率に応じて変動する予定です。
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申込方法 申込期間支払方法

①ナンバーカード・ランナーズチップ、参加賞は令和

２年１月中旬ごろに事前発送する予定です。

②大会開催中は、現場の警察官及び競技係員の指示に

従ってください。

③レース走行中、緊急車両の通行等により走者を停止さ

せ車両の通行を優先させる処置をとる場合がありま

す。この場合でもロスタイムによるタイムの減算はい

たしません。

④主催者の責によらない事由で大会が中止となった場

合、参加料の返金は一切行いません。

⑤公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催

者は一切責任を負いません。

⑥主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行

うことがあります。

※２

健康に異常がなく完走できる小学生以上の男女。但し、

ハーフマラソンは高校生以上とし、また各種目とも下記

の参加制限タイム以内で走れる方。なお、安全管理運営

上、車いす等を使用しての参加はできません。

●ハーフマラソン 2時間 30分
●5km…38 分　●3km…22 分　●2km…16 分

【参加資格】

　●高校生以上（1 部～14 部、17・18 部）の方は、オリジナ

　　　ルＴシャツを差し上げます。

　●中学生以下 (参加料2,800円) の方は、オリジナルマフ

　　ラータオルを差し上げます。
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＊注（使用生地により誤差の生じる場合があります）

※標記サイズ等をよくご確認のうえ、お申し込みください。


