渋沢栄一のふるさとを走る！

17th FUKAYACITY HALFMARATHON

２０２３

2023年

2 月26日㈰

10月３日㈪～12月２日㈮
優先：第14回大会申込者のみ９月12日㈪～

一般：

スポーツ協会

FUKAYA CITY

th HALF MARATHON

※アップダウンが少なく、折り返しのない循環コースです

ハーフ

10㎞

5㎞

2,800人

1,200人

700人

定員になり
次第締め切り
となります

開
日

催

時

項

表

種目・定員・スタート時間

令和5年2月26日（日） 雨天決行
午前７時～受付
※検温や体温管理チェックシートを提出していただきますので、時間に
余裕を持ってお越しください 。
※周辺の交通規制により８時２０分以降は車両で会場周辺を通行でき
ません。

会

要

種目

定員

ハーフ

場

（21.0975km）

（深谷市仙元山公園陸上競技場及び深谷市総合体育館）
深谷市仙元山公園
※会場まで無料送迎バスを運行（JR 高崎線深谷駅・秩父鉄道武川駅より）

2,800

参加資格
（1）健康な方で、出場部門の該当距離を制限時間内に完走できる方。
（2）3km・2.4km 種目は埼玉県内在住の方。
1.6km 種目 ( 親子の部 ) は深谷市内在住の方。
（3）高校生以下の参加者は、保護者の承諾を受けている方。

競技規定
10km

（公財）日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規則により実施します。
（1）
（2）記録計時及び着順判定は、
「自動計時システム」を使用し、全完走者
をグロスタイムにより計時します。正確な着順判定のため、ナンバー
カードは、必ず胸に取り付けてください。また、記録計時用チップは
シューズに取り付けてください。
【ハーフ・10kmは、参考記録として、
ネットタイムも計時します。】
（3）競技運営上、ハーフは2時間30分、10kmは1時間20分、5kmは50
分の制限時間を経過した時点で競技を終了します。なお、次の関門
地点を所定の時間内に通過できない場合は、競技を中止していただ
きます。

【関門地点】

5km

■ハーフ／ 5.7ｋｍ地点（第1関門）スタート後40分
10.2km地点（第2関門）スタート後１時間10分
15.5km地点（第3関門）スタート後１時間49分
17.9km地点（第4関門）スタート後2時間07分
■10km／ 5.2km地点
スタート後40分

700

3km

（4）競技者は道路の左側を走行してください。
（5）1.6km 種目（親子の部）は、手をつないでフィニッシュしてください。
（6）
（公財）日本陸連登録者各部門の参加者は記録が公認されます。

コース

―

2.4km

深谷市総合体育館（深谷ビッグタートル）入口交差点付近をスタート、深
谷市仙元山公園陸上競技場をフィニッシュとするアップダウンが少なく、
折り返しのない循環コース。
【ハーフ・10ｋｍは（公財）日本陸上競技連盟公認コース】

1.6km

参加費
（1）一

般 （ハーフ・10km）
（5km）
（2）高校生 1,500円
（3）中学生
（4）小学生
500円
（5）親 子
※いずれも傷害保険料等を含みます。

彰

―

―

番号

部

門

スタート時間

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

日本陸連登録者男子（高校生以上）
日本陸連登録者女子（高校生以上）
一般男子（高校生以上39歳以下）
一般男子（40歳代）
一般男子（50歳代）
一般男子（60歳代）
一般男子（70歳以上）
一般女子（高校生以上39歳以下）
一般女子（40歳代）
一般女子（50歳代）
一般女子（60歳以上）
日本陸連登録者男子（高校生以上）
日本陸連登録者女子（高校生以上）
一般男子（高校生以上39歳以下）
一般男子（40歳代）
一般男子（50歳代）
一般男子（60歳代）
一般男子（70歳以上）
一般女子（高校生以上39歳以下）
一般女子（40歳代）
一般女子（50歳代）
一般女子（60歳以上）
一般男子（高校生以上39歳以下）
一般男子（40歳代）
一般男子（50歳代）
一般男子（60歳代）
一般男子（70歳以上）
一般女子（高校生以上39歳以下）
一般女子（40歳代）
一般女子（50歳代）
一般女子（60歳以上）
中学生男子
※県内在住の方
に限る
中学生女子
小学６年生男子
小学６年生女子
小学５年生男子
※県内在住の方
に限る
小学５年生女子
小学４年生男子
小学４年生女子

40

親子（小学1～3年生と保護者）

※市内在住の方
に限る

9時50分

（2）特別賞
①遠来賞(関東甲信越以外からの参加者)
②高年齢者賞(70歳以上の参加者)

①電話で「午前6時」から「０５０－３６６５－９６０３」で
ガイダンス

②FM NACK5
（79.5MHz）で「午前5時59分」と

「午前 6時59分」に放送

9時15分

たします。

してください。万一、競技中に体調が思わしくない場合は、直ちに競技を中止
してください。
（4）参加者は必ず保険証または保険証の写しを持参してください。
（５）競技中の事故等の応急処置は主催者で行いますが、その後の処置について
は、マラソン保険の適用範囲内で対応します。
（6）大会の新型コロナウイルス感染症対策事項を順守できない場合、他の参

8時45分
8時55分

加者や大会関係者の安全性を確保するために、出場権の取り消しや、途中
競技中止、会場での待機、会場からの退出を求める場合があります。
（7）参加者は警察・競技役員等大会関係者の指示に従ってください。
（8）招集時の整列に間に合わない方は出走できません。
（９）競技役員が競技続行不可能と判断した選手については、競技を中止させるこ
とがあります。
（10）
「記録計時用チップ」は、
フィニッシュ後専用回収箱へご返却願います。万一、紛
失された場合は、実費を負担していただくこと があります。
（11）ご来場の際は、できる限り公共交通機関をご利用ください。
ＪＲ高崎線深谷駅
南口、秩父鉄道武川駅北側ロータリーから送迎バス（無料）を運行します。な
お、駐車場は限りがあり、会場周辺の指定駐車場は、駐車券がないと駐車でき
ません。駐車券は事前申し込み制で、先着順となります。券のない方は、会場か
ら離れた駐車場となりますのでご了承ください。
（12）貴重品、手荷物等は、各自の責任において管理してください。盗難・紛失等につ

※種目別に定員となり次第、締め切ります。

いて、主催者は一切の責任を負いません。なお、総合体育館（深谷ビッグタート
ル）内に貴重品預かり所（無料）を設置します。

https://runnet.jp/
（ＴＯＰページより大会名で検索してください。）
＊下記URLを通じてもエントリーページへアクセスできます。

【大会公式ホームページ】

http://fukaya-city-half.jp/
【深谷市ホームページ】

http://www.city.fukaya.saitama.jp/

０８０－２３０４－５４９３（通話料は申込者負担）

（13）会場には手話通訳者がおりますので、お気軽におたずねください。

①コンビニ決済

支
払
い
方
法

令和4年１０月３日（月）～１0月３1日（月）の
平日９：００～１２：００ １３：００～１６：００（土・日・祝日を除く）

＊ご家族・お仲間のお申込みは、お申込み代表者を含む３名まで可能。
＊エントリー開始直後は大変混み合う可能性がございます。

コンビニ店頭でお支払い
いただけます。
（セブンイレブン・ローソン・
ファミリーマートほか）

②クレジットカード払い
ご指定のクレジット会社から、
所定の期日に引き落とし
いたします。

指定口座へお振込み
（振込手数料は申込者負担）
※指定口座をお伝えしますので
メモをご用意ください。

【参加費４，０００円まで】
申

２２０円

利
用
手
数
料

込

規

約

参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申込みください。

【参加費４，００１円以上】
参加費の５．５％

（１）主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急措置を除いて一切の責任を
負いません。
（2）申込み後の種目変更及びキャンセルはできません。
申込みの際には十分ご注意ください。
（3）年齢・性別の虚偽申告、申込み者本人以外の出場（不正出走）は認めません。そ

４００円

の場合、出場が取り消されます。
（4）地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病（新型コロナウイルス感染症の感染拡
大を含む）等主催者の責によらない事由による大会の開催縮小・中止、また
は上記（２）
・
（３）、あるいは過剰入金・重複入金の返金はいたしません。

大会エントリー後に、仕事やケガ等で参加できなくなったことはあり
ませんか？ そんなとき、RUNNET 上で、代わりに走りたい方を見つ
け、出走権を譲渡できるサービスが「ゆずれ～る」です！
※サービスの利用には別途手数料がかかります。
詳しくはＲＵＮＮＥＴへ

https://runnet.jp/runtes/
guide/yuzureru/

※ゆずれ～るお譲り申請をしても、必ず譲渡が成立するとは限りません。
※優先申込者や電話申込者は利用できません。

①通常エントリー締切後から譲渡が開始されます。
②出走権を譲りたい方はエントリー完了後、ゆずれ～る期間中（令和４年
１２月４日（日）まで）RUNNET の My ページよりゆずれ～るお譲り申
請を行ってください。
③譲 渡枠にエントリーしたい方は大会エントリーページにて手続きを
行ってください。
④譲りたい方、エントリーしたい方、双方がいらっしゃって初めて譲渡成
立です。

（参加申込された方は、次の事項について了承し、遵守することを誓約したもの
とします。）
１.本大会の感染対策やそれに伴う決定事項に従います。
２.所定の「体調管理チェックシート」で大会10日前から大会10日後までの体調

（5）大会出場の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への
掲載権は主催者に属します。
（6）参加料の支払いをもって申込みが確定しますので、支払いが締切日後となった
場合は、無効となることがあります。
（7）
「新型コロナウイルス感染症対策について」に記載の内容を必ずご確認いた
だき、同意のうえ申込みください。

３.次に該当する場合は参加を辞退します。なお、参加料の返金は一切求めませ
ん。
①大会前にＰＣＲ検査や抗原検査で陽性反応がある場合。
②大会10日前以降に、感染疑い症状（発熱、咽頭痛、咳、息苦しさ、全身倦怠

（3）参加者はあらかじめ医師の健康診断を受け、自己の責任において健康管理を

8時40分

申し込みの際に参加条件としてしてご承諾いただくこと

シート」の提出など自治体や保健所等への調査に協力します。

注意事項

（2）大会当日の参加申込みはできません。

8時35分

【了承事項】

症した場合は、主催者に速やかに連絡し、必要に応じて「体調管理チェック

送付します。大会当日必ず持参してください。忘れた場合は有料にて再発行い

9時05分

新 型コロナウイルス感染症対策について

チェック及び検温を行う。大会10日後までに新型コロナウイルス感染症を発

（1）参加申込み者に対し、
２月上旬までにナンバーカード・記録計時用チップを事前

10時10分

【個人情報の取り扱いについて】
主催者及び業務委託先は、個人情報の重要性を認識し、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、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的
とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・
協力・関係各団体からのサービスの提供、記録発表（ランキング等）に利
用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認
連絡をさせていただくことがあります。

開催・中止に関する情報を、大会当日、以下のとおりお知らせいたしま
すので、ご確認ください。

一般 :10月3日㈪～12月2日㈮
優先：第１４回大会申込者のみ９月１２日㈪～

PCまたは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込みください。
※RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。

電話

（1）各部門（親子の部を除く）1位～8位の入賞者に賞状・記念品

大会の開催・中止について

申込方法

インター
ネット

【グロスタイム（号砲からのタイム）で着順判定】

（3）参加者全員に参加賞

申込期間

4,500円
4,000円
1,000円
1,500円（1組）

表

1,200

※年齢は大会当日（令和5年２月２6日）を基準とする。

彰

感等）がある場合。
③大会10日前以降に、お住いの地域（都道府県単位）にて自粛要件に該当す
る緊急事態宣言が発出されている場合。
④大会７日前以降に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触がある場合。
⑤大会当日の朝の検温で体温が「37.5℃以上」ある場合。
⑥大会当日に受付で「体調管理チェックシート」、「誓約書」を提出できない
場合。また、体調管理チェックシートの結果が「体調不良」となった場合。
４.大会会場内ではマスク着用（競技中、スタート・ゴール時を除く）し、大きな
声での会話を控え、他の参加者やスタッフとの距離を十分に保ちます。
５.マスクやゴミは各自持ち帰ります。
なお、記載された事項は、感染状況および政府・自治体からの要請等により
追加・緩和等変更されることがあります。今後詳細については、大会ＨＰにて
ご案内していきます。

［協力］深谷警察署、深谷寄居医師会、深谷商工会議所、ふかや市商
工会、ふかや・埼玉岡部・花園 各農業協同組合、深谷・深谷東・深谷ノー
ス・岡部・川本 各ロータリークラブ、深谷・岡部 各ライオンズクラブ、
深谷市観光協会、深谷工業連絡会、深谷経営者クラブ、深谷市自治会
連合会、深谷市連合婦人会、深谷市交通指導員、深谷交通安全協会、
深谷青年会議所、深谷市ＰＴＡ連合会、深谷市レクリエーション協会、
深谷市スポーツ少年団、深谷市スポーツ推進委員協議会、ふかや市民
大学校友会、武州煮ぼうとう研究会、深谷市赤十字奉仕団、市内高校、
埼玉工業大学、日東電工関東事業所、ボーイスカウト深谷第１団 ､ふか
や体育施設管理グループ、チームパティオ

～深谷警察署からのお知らせ～

