
日本陸上競技連盟公認競技会（申請中）

大会HP https://minato-half.jp MINATOシティハーフ　　検索

申込期間 ①港区民・一般エントリー 7月5日（月）～15日（木）②チャリティエントリー 7月5日（月）～8月18日（水）

主催：港区マラソン実行委員会、公益財団法人東京陸上競技協会

主管：港区陸上競技協会

新型コロナウイルス感染症を
踏まえた対応について

　MINATO シティハーフマラソン 2021 は、新型コロナ

ウイルス感染症対策を十分に実施した上で、令和 3年

（2021 年）11 月 23 日に開催します。

　また、大会実施に当たっては、参加するランナーや

区民等の感染拡大の防止に努め、安全・安心を確保す

ることが最優先であると考えております。今後の新型

コロナウイルス感染症の感染状況により、やむを得ず

大会中止を判断した場合には、大会参加料相当分のク

オカード等の金券を送付することとします。

　　　　　　　　　　　　　港区マラソン実行委員会

令和3年（2021年）5月末作成

8:30スタート〈ウェーブ（時間差）スタート〉

8:50スタート



開催要項

大会名 MINATO シティハーフマラソン 2021

開催日 令和 3年（2021年）11月 23 日（火・祝）※雨天決行

主　催 港区マラソン実行委員会、公益財団法人東京陸上競技協会

主　管 港区陸上競技協会

スタート会場 港区立芝公園周辺

フィニッシュ会場 ハーフマラソン　東京タワー　／　ファンラン　都立芝公園（港区立みなと図書館北側）

種目、定員、
参加資格、
大会参加料等

※ 1　港区在住者を優先します。

※ 2　�身体障害者手帳等をお持ちの方を対象とした障害者優

先枠を設けています。なお、ハーフマラソンは車いす

での参加はできません。

※ 3　�参加料金 10,000 円に寄付 30,000 円を加えた料金とな

ります。チャリティで寄せられた募金は、港区社会福

祉協議会へ寄付します。

※ 4　グロスタイムとは、スタートの号砲から、フィニッシュ

　　　ラインを通過するまでのタイムです。

※ 5　ネットタイムとは、スタートラインを通過してから、

　　　フィニッシュラインを通過するまでのタイムです。

・ファンランについて、未就学児が参加する場合は、保護者

競技規則 本大会は2021年度日本陸上競技連盟競技規則及び大会規定により行います。

後　援 スポーツニッポン新聞社

大本山��増上寺、株式会社 TOKYO�TOWER、東京プリンスホテル、芝東照宮大会協力

　等による伴走が必要です。

・ハーフマラソンにおけるブロックの割当は、申込者による

　自己申告（タイム順）とします（陸連登録者の部は除く）。

・�ハーフマラソンの大会出場者について、インターネッ

ト（RUNNET）を用いてお申込みいただく場合、大会参

加料とは別に、550 円／人（お仲間エントリーの場合

は申込合計金額の 5.5％）の手数料をご負担いただき

ます。なお、チャリティでの参加の場合は、大会参加

料 10,000 円に掛かる手数料 550 円／人をご負担いた

だき、寄付 30,000 円に掛かる手数料は免除されます。�

また、ファンランの大会出場者については、上記手数料を

免除し、実行委員会事務局が同手数料を負担します。

種目 ハーフマラソン（21.0975km）
〈日本陸上競技連盟公認競技会（申請中）〉

ファンラン
（約800m）

部門

陸連
登録者
の部

一般の部
―

30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

定員 3,000名
［一般 2,800 名※ 1＋障害者 100 名※ 2＋チャリティ100 名］

港区在住者 500名
［一般450名＋障害者50名］

スタート方法 ４つのブロックに区分し、スタートします（ウェーブスタート）。 一斉スタート

制限時間 最終ブロックのスタートから 2時間 30 分 30分

スタート時刻 午前8時30分 午前8時50分

参加料金 10,000 円（チャリティは 40,000 円�※3） 500円

参加資格
大会当日に満18歳以上で制限時間内に完走できる者

（車いすでの参加は不可）

年齢制限なし
（競技用車いす
は不可。生活用
車いすは可）

表彰

陸連登録者の部 一般の部

表彰はありません
男女 1〜 8位

※4 グロスタイム
男女 1〜 8位

※4 グロスタイム
男女年代別 1〜 8位
※5 ネットタイム

記録 制限時間内完走者は 5km 毎のスプリット入り完走証がダウンロード可能 計測はありません

参加賞 T シャツ（完走者にはフィニッシャータオルも贈呈） 記念品
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アスリートビブス
（ナンバーカード）
等の交付方法

アスリートビブスやタイム計測用のチップ等については、
大会出場者に対して、11月上旬頃に送付します。
大会会場でのアスリートビブスの交付及び受付はありませ

コース

大会出場者の
募集方法等

収容関門と
給水所

（1）��収容関門

　　コース上に計 5か所設置予定です。

※当選者のうち、支払期間中に所定の参加料の支払いを確認できなかった方は、申込みを辞退したものとみなします。

※重複エントリーは落選となります。

専用申込用紙に

よる申込窓口

● Kissポート財団事務局（マラソン課）　港区赤坂四丁目18番13号　赤坂コミュニティーぷらざ2階

●港区企画経営部オリンピック・パラリンピック推進担当　港区芝公園一丁目5番25号4階　（窓口番号405）

んので、アスリートビブスを装着した上で、所定の時刻ま
でに指定場所へお越しください。詳細は事前にお送りする
参加案内にてお知らせします。

（2）�給水所

　　�コース上に 6か所、スタート前に 2か所、計 8か

所です。

（1）�ハーフマラソンについては、港区立芝公園周辺をスター

ト地点とし、日比谷通り、国道 15号線（第一京浜）、

桜田通り、外堀通り、などの幹線道路を通り、フィニッ

シュ地点は、東京タワーを予定しています。

（2）�ファンランについては、港区立芝公園周辺をスター

ト地点とし、日比谷通りを北上後、港区芝公園 3 丁

目交差点を左折、フィニッシュ地点は、都立芝公園

内（港区立みなと図書館北側）を予定しています。

～ 8月18日（水）参加入金締切

入金確認後、参加決定

抽選

窓口での現金払いま

たは郵便払込票にて

参加料金をお支払い

※郵便払込票は、抽選の結果

当選された方に送付します。

専用申込用紙

インターネット申込みが

困難な方は「Kiss ポート

財団事務局」または「港

区企画経営部オリンピッ

ク・パラリンピック推進

担当」の窓口にて、専用申

込用紙を受け取り、お申

し込みください。
※港区在住者のみ申込み可。

インターネット（RUNNET）

パソコン、スマートフォンか

ら下記URL にアクセスし、大

会エントリーページの指示に

従ってお申し込みください。

※RUNNETを初めて利用する方は事

前に会員登録が必要です（無料）。

大会ホームページ

https://minato-half.jp

RUNNETマイページより

お支払い方法選択（クレ

ジットカード払いまたは

コンビニ払い）お支払い

専用申込用紙

申込みの場合

8月3日（火）～

抽選結果発表

（郵送）

インターネット（RUNNET)

申込みの場合

8月3日（火）～

抽選結果発表

（メール配信・RUNNET

マイページ表示）

入金確認後、参加決定

インターネット（RUN

NET) 申込みの場合

支払期日内にエント

リーページで選択した

支払方法（クレジット

カード払いまたはコン

ビニ払い）にて参加料

金をお支払い

※支払期日内に入金が確認

できなかった場合、受付は

無効となりますのでご注意

ください。

先着順

専用申込用紙

インターネット申込

み が 困 難 な 方 は

「Kiss ポート財団事

務局」または「港区

企画経営部オリン

ピック・パラリン

ピック推進担当」の

窓口にて、専用申込

用紙を受け取り、お

申し込みください。

インターネット（RUNNET）

パソコン、スマートフォ

ンから下記URL にアク

セスし、大会エントリー

ページの指示に従って

お申し込みください。

※RUNNETを初めて利用す

る方は事前に会員登録が必

要です（無料）。

大会ホームページ

https://minato-half.jp

港区在住者のみ

申込期間

2021年7月5日（月）

午前9時〜

7月15日（木）午後5時

ファンラン

①港区民・一般エントリー

申込期間

2021年7月5日（月）午前9時〜

　　�7月15日（木）午後5時

※専用申込用紙による窓口での申込みは、

　平日の午前9時〜午後5時。

ハーフマラソン

②チャリティエントリー

申込期間

2021年7月5日（月）午前9時〜

　　8月18日（水）午後5時

※専用申込用紙による窓口での申込みは、

　平日の午前9時〜午後5時。

ハーフマラソン

専用申込用紙

申込みの場合

窓口にて

参加料金を

お支払い

（現金払い）
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大会規約 1.�本大会は関連する法令等を遵守し、各種規約等に則っ

　て開催します。

2.�主催者は次の事項において一切の責任を負いません。

　(1)�怪我、疾病及びその他の事故

　(2)�盗難、紛失及び毀損

　(3)�大会当日の公共交通機関等の事故、遅延による遅刻　

　�　及び遅刻により出走ができないこと

3.��主催者は大会を安全に開催するため、大会会場及びコー

ス上等において規制を行います。

4.��大会に関する事項については、大会主催者、役員及び

スタッフの指示に従ってください。指示に従わない時

は失格となる場合があります。

5.��公序良俗に反する服装や他の参加者の走行の危険、迷

惑となる服装等、主催者が大会の運営に支障があると

判断した際は失格となる場合があります。

6.��スタート前及び走行中のアルコール摂取及びアルコー

ル類の提供を受けることは禁止です（失格となります）。

飲酒しての走行が判明したときは、失格となります。

7.��参加者は公共のマナー及び競技ルールを遵守してくだ

さい。

8.��大会当日、参加選手は、健康保険証 ( 写し ) をご持参

ください。

9.��大会当日は空撮用に限らずマルチコプター、ドローン、

ラジコンヘリ等の無人航空機について、大会会場周辺

の上空を飛行させることはできません。

10.��主催者は、大会開催時間中、スポーツ傷害保険に加入

します。

11.��大会出場中、参加者が疾病、怪我等により、審判長、

医師が競技継続困難と判断した場合は、審判長、医師

が競技を中断させることがあります。その場合は、審

判長、医師の指示に従ってください。

12.��救護スタッフから補助を受けなければ走行続行不可能

な場合は、リタイアとみなし失格とします（点滴や車

いすの使用が必要な場合）。最終的に続行可能かどう

かは、現場の医師や救護スタッフが判断しますので指

示に従ってください。また、医師や救護スタッフから

リタイア（失格）となる旨をランナー本人に確認して

※参加者は、次の申込規約に必ず同意の上、お申し込みく

　ださい。

1.��自己都合による参加決定後の種目の変更、キャンセル、

権利譲渡、名義変更はできません。

2.��支払済みの大会参加料等（チャリティ寄付金を含む）

の返金は原則行いません。地震、風水害、降雪、事件、

事故、疾病等による開催縮小、中止する場合も同様と

します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大に伴う大会中止の場合に限り、大会参加料相当分の

クオカード等の金券を送付します（ファンランを含む）。

なお、寄付金については返金いたしません。

3.��参加者は、あらかじめ、医師の健康診断を受けるなど、

心疾患、疾病等を含め、健康に留意し、十分なトレー

ニングをして大会に臨んでください。傷病、事故等に

対し、自己の責任において大会に参加するものとしま

す。

4.��競技中、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場合があります。また、主催者

が競技続行に支障があると判断する場合、競技を中止

することがあります。参加者は、主催者の安全管理、

大会運営上の指示に従うものとします。

5.��参加者は、競技中に傷病が発生した場合、主催者によ

る応急手当を受けるものとします。

6.��大会開催中の事故、傷病への補償は、主催者が加入す

る保険の範囲内の対応とします。主催者は、参加者の

疾病等に応急処置は行いますが、責任は一切負わない

ものとし、参加者は、主催者に対する損害賠償等の請

求は行わないものとします。

申込規約

から治療処置に入ることがあります。

13.��大会当日は送迎も含め、車、オートバイでの来場はで

きません（駐車場はありません）。

14.��参加者は障害の程度に応じて、伴走者 1名を伴うこと

ができます。この場合、伴走者の参加費は無料ですが、

伴走者の記録は計測されません（伴走者がエントリー

している場合は除く）。

15.��盗難、置き引き防止のため、貴重品は各自の責任で管

理してください。

16.��大会中の映像、写真、記事、記録、位置情報、申込者

の氏名、年齢、住所（国内、都道府県名または区市町

村名）等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等へ

の掲載権と肖像権は主催者に属します。

17.��主催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令

等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、以

下のとおり個人情報を取り扱います。

� � (1)�取り扱う個人情報

� � � �氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、

携帯電話番号、メールアドレス、国籍、緊急連絡

先氏名・電話番号・本人との関係、記録、所属、

位置情報、診療情報、身体障害者手帳等の登録情

報など

� � (2)�利用目的

� � � �大会参加者へのサービス及び安全の向上を目的と

し、参加案内の送付、記録通知、関連情報の通知、

大会協賛、協力、関係団体からの情報提供、記録

発表（大会ホームページ、ランキング等）、チャリ

ティ寄付者の公表、保険、診療等に利用いたします。

� � (3)�第三者提供を行う場合

� � � �本大会運営にかかわる範囲内で関連事業者及び委

託業者へ提供する必要がある場合、チャリティ寄

付金の寄付のために港区社会福祉協議会より寄付

者情報の提供を求められた場合、保険加入の申請

のために保険会社より提供を求められた場合、診

察に関わる情報を学術の目的で使用する場合、記

録に関わる情報をテレビ、新聞、雑誌、インターネッ

ト等へ掲載する場合に第三者提供を行います。

7.��参加者は、大会に申し込むに当たり、家族や親族、保

護者（参加者が未成年の場合）、またはチームメンバー

（代表者エントリーの場合）による、本大会への参加の

承諾を得るものとします。

8.��年齢、性別、記録等の虚偽申告、申込者本人以外の出

場（代理出走）は認めません。それらが発覚した場合、

出場、表彰の取り消し、次回以降の資格はく奪等、主

催者の決定に従うものとします。また、主催者は、虚

偽申告、代理出走者に対する救護、返金等一切の責任

を負いません。

9.��ご利用の端末機、OS、ブラウザソフトによってはお申

込みできないことがあります。なお、インターネット

回線の不具合などによるお申込みの遅れ等について、

主催者は一切の責任を負いません。

10.��ご登録いただいたメールアドレスの不備等による抽選

結果の未着について、再送信は行いません。また、メー

ルの未着やご確認漏れ等に伴う参加料の未払いについ

て、主催者は一切の責任を負いません。

11.��大会の映像、写真、記事、記録等において、参加者の

氏名、年齢、性別、記録、肖像等の個人情報を、新聞、

テレビ、雑誌、インターネット、パンフレット等に報

道、掲載、利用することがあります。その掲載権、使

用権は主催者に帰属します。

12.��参加者による個人情報の取扱いについては、大会規約

に規定するとおりとします。

13.��参加者は、上記の申込規約のほか、主催者が別途定め

る特別申込規約及び大会規約を遵守するものとします

（齟
そ ご

齬がある場合は大会規約を優先します）。
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【ハーフマラソン】

・�障害のある方（大会当日に満 18 歳以上で制限時間

内に完走できる者）で単独走行が困難な場合は、伴

走者1名をつけることができます（盲導犬の伴走はで

きません）。伴走者の参加費は無料ですが、記録は

計測されません（伴走者がエントリーしている場合

は除く）。なお、車いすでの参加はできません。

障害のある人も
ご参加
いただけます

新型
コロナウイルス
感染拡大防止
特別申込規約

1.�主催者は、競技運営目的以外に、感染症予防対策目

的に個人情報を保健所・医療機関などのこれらの情

報を必要とする第三者へ提供することがあります。

2.�主催者による、新型コロナウイルス感染拡大防止

のための指示に従わない参加者には、他の参加者の

安全性を確保するために、出走を取り消したり、途

中競技中止、会場での待機、会場からの退出を求め

ることがあります。

3.��主催者は、今回取得した感染防止チェックリスト

等の健康管理、感染防止上の個人情報を、大会終了

後 1か月間保管します。

4.�大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を

発症した場合は、主催者に対して速やかに連絡し、同

時に濃厚接触者の有無についても報告してください。

5.�後日参加者、大会関係者の中から感染者が出た場

合には、保健所などの聞き取り調査にご協力いただ

く場合があります。

6.�大会当日、以下の事項に該当する場合は、参加を

ご辞退ください。

　��（1）37.5 度以上の発熱がある場合

　�（2）強い倦怠感や息苦しさがある場合

　�（3）�普段より咳、痰がある場合、咽頭痛などの症状

がある場合�� �

　（4）味覚、嗅覚に異常を感じる場合

　（5）�家族や同居人、身近な知人に感染が疑われる場

合�

　�（6）基礎疾患があり、体調に不安のある場合�　　　　

（7）�過去 14 日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、地域への渡航

又は当該在住者との濃厚接触がある場合

7.�参加者の居住地について�

　�開催日から過去 14 日以内に居住地に国からの緊急

事態宣言が発出されている場合は参加を自粛してく

ださい。

8.�参加者とその家族及び同居人について� �

（1）��参加者とその家族や同居人が開催日の2週間前

以降に、発熱や感冒症状で病院受診がある場合

は参加をご辞退ください。

　�（2）�参加者とその家族や同居人が開催日の2週間前

以降に、感染拡大している地域や国に訪問した

場合は参加をご辞退ください。

9.�スタート前、フィニッシュ後はマスク等を着用し

てください。また、会場ではこまめな手洗い、アル

コール等による手指消毒を実施してください。

10.�他の参加者、主催者スタッフとの距離を確保して

ください。（障害者の誘導や介助を行う場合を除く）

11.�会場やコース沿道においての観覧は可能ですが、

大きな声での会話、応援はお控えください。

12.�当日は感染防止のために主催者が決めたその他の

措置の遵守、主催者の指示にしたがってください。

13.�主催者は、参加者が新型コロナウイルス感染症に

感染しても一切の責任を負いません。

【ファンラン】

・�単独走行が困難な場合は、伴走者１名をつけること

ができます（盲導犬の伴走はできません）。

・�生活用車いすやベビーカーでの参加も可能です。た

だし、競技用車いすでの参加はできません。
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これぞこれぞ
「シティマラソン」！「シティマラソン」！

大都会のど真ん中を走ること

が出来るコース。

フィニッシュは東京のシンボ

ル、東京タワー！

往復コース往復コース
ならではのならではの
楽しさ！楽しさ！

折り返しが複数回あるため、

仲間同士ですれ違う楽しみ

や、トップランナーの走りを

間近で見ることができます！

JR 線・東京モノレール▶浜松町駅北口から徒歩10分

都営地下鉄三田線▶�御成門駅A1出口から徒歩3分、

　　　　　　　　　芝公園駅A4出口から徒歩3分

都営地下鉄浅草線・大江戸線▶大門駅A6出口から徒歩5分

都営地下鉄大江戸線▶赤羽橋駅赤羽橋口から徒歩7分

※参加者用の駐車場・駐輪場はありません。

スタートエリア周辺までのご案内 大会についてのお問合せ

港区マラソン実行委員会事務局
〒107-0052 港区赤坂四丁目18番13号　赤坂コミュニティーぷらざ2Ｆ

（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団（Kissポート財団）内　マラソン課

電話（03）5770-1400 ／ Fax（03）5770-6884

【平日：午前8時30分～午後5時15分】

令和 3年（2021年）5月末作成

point

3
世界に誇る世界に誇る
名所の数々を名所の数々を
堪能！堪能！

歴史と文化のまち港区。

走った後は、港区の世界に誇

る名所の数々を堪能。

グルメやショッピングなど、話

題のお店に立ち寄る楽しみも！
※コースは予定です。

※日本陸連公認コース（予定）

MINATOシティハーフマラソン2021コース図MINATOシティハーフマラソン2021コース図

練習、コース下見ではランナー用マスク等の着用をお願いいたします。


