
手荷物預り所の設置について
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　地下鉄南北線真駒内駅より臨時バス（有料）を運行します。

※ICカード・乗り継ぎ券も使用することができます。
※ドニチカキップは使用できません。
※会場周辺には駐車場がありません。必ず公共交通機関をご利用ください。
なお、駐車禁止場所に駐車されますと、周辺住民に多大なるご迷惑となるため、絶対
におやめください。違法駐車は厳しく取り締まります。
また、会場周辺の大型店舗（イオン札幌藻岩店、はるやま川沿店、コナミスポーツク
ラブもいわ他）等の駐車場に無断で駐車された場合は、レッカー移動する場合もあり
ますのでご注意ください。会場付近への駐停車は一切できませんので、会場への車
での送迎は絶対におやめください。
※臨時バス運行時間以外は、路線バスをご利用ください。

行き（真駒内駅～真駒内セキスイハイムスタジアム）

帰り（真駒内セキスイハイムスタジアム～真駒内駅）

①6：40～8：10　②10：30～13：00　（予定）

10：30～14：30　（予定）

臨時バス
乗継料金

大人
210円
340円

小人
110円
170円 ※1区間の乗継料金です。

10：34
8

ハーフ・10kmコース

スタート

フィニッシュ

五輪橋五輪橋 大通公園大通公園 大通公園大通公園

すすきのすすきの 河川敷河川敷 真駒内セキスイハイムスタジアム真駒内セキスイハイムスタジアム

【スタート】【スタート】 【8km】【8km】 【9km】【9km】

【10km】【10km】 【17km】【17km】 【フィニッシュ】【フィニッシュ】

高低差表
※ハーフマラソンコース

コース
「アミノバイタル® GOLD 2000ドリンク」
「ゆきのみず」

フィニッシュ
「アミノバイタル® GOLD 2000ドリンク」
「アミノバイタル® GOLD（顆粒）」

主 　催 ： 札幌市　札幌陸上競技協会　札幌市スポーツ推進委員会　読売新聞北海道支社　報知新聞社　札幌市スポーツ協会
後 　援 ： 札幌市教育委員会　北海道陸上競技協会　北海道体育文化協会　日本赤十字社札幌市地区本部　STV札幌テレビ放送　北海道理学療法士会　札幌市障がい者スポーツ協会
支 　援 ： 札幌スポーツ救急委員会　札幌市スポーツ救護赤十字奉仕団　札幌市無線赤十字奉仕団　札幌市理学療法赤十字奉仕団

プレミアパートナー ：

ゴールドパートナー ：

オフィシャルパートナー ： ジェイコム札幌　北海道ライナー　北翔大学　北海道中央バス　じょうてつ　道南バス　北都交通　ジェイ・アール北海道バス　オールスポーツコミュニティ　北海道クリーン・システム　さっぽろグローバルスポーツコミッション
主　　　　　　　管 ： 札幌マラソン大会実行委員会

〒064-0931 札幌市中央区中島公園1番5号 札幌市中島体育センター内

札幌市スポーツ協会 スポーツ事業部事業課事業係札幌マラソン事務局
大会に関するお問合せ先 住　所

011-530-5562（9：00～17：00 土・日・祝日は休み）T E L

https://satumara.sapporo-sport . jp/大会公式HP
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会     場／ 真駒内セキスイハイムスタジアム

（札幌市南区真駒内公園内）
スタート／9：00～

第47回 

札幌マラソン 検 索

第47回札幌マラソンは新型コロナウイルス感染症対策をはじめ安心・安全な大会運営のもと開催いたします。詳細は大会公式HPをご確認ください。
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①参加停止条件の事前周知
②基本的な新型コロナウイルス感染症対策の徹底
③新型コロナウイルス感染症対策に基づく会場計画と運営方法
④参加者及び大会関係者の健康状態の把握

手荷物預り所の設置について 交通機関のご案内

手荷物
預り所

コース

フィニッシュ後の
参加者導線

手荷物預りを希望する場合は、参加申込時に「希望する」にチェックのうえ、
200円を加算して参加料をお支払いください。
手荷物預りチケットは、ナンバーカードに同梱して事前に発送いたします。
※大会当日のチケット購入は300円となります。

【位置図】

【注意】
手荷物を入れるバッグや袋は各自でご用意ください。
※バッグや袋に入りきらない手荷物（傘やペット等）はお預りできません。
※手荷物は、一人（一組）1個までです（2個以上の手荷物はお預かりできません）。

新型コロナウイルス感染症対策に対する基本方針
以下の場合、大会の開催中止を決定する場合があります。①大会開催日が、緊急事態宣言の発出中、または、開催地自
治体（北海道・札幌市）がまん延防止等重点措置区域に設定された場合の要請内容にイベント開催の中止もしくは自粛が
含まれている場合。②開催地自治体（北海道・札幌市）からイベント中止が要請されている場合。③国内の感染状況や感
染拡大リスク等を踏まえ、安全な開催が困難であると主催者が判断した場合。※新型コロナウイルス感染症の感染状況に
より大会が開催中止となった場合、返金方法や金額については都度主催者が判断し決定します。　

新型コロナウイルス感染症に関わる大会中止規定



①ハーフマラソン及び10㎞のアスリートビブスは、招待競技者、日本陸上競
技連盟登録競技者、一般競技者の順の予想タイムにより決定し付与します。
その他の種目は申込順で付与します。
※予想タイムの記載がない場合は、事務局にて定めたタイムを採用します。

②スタート時間から遅れての出走は一切認めません。

③スタートの整列順は、ブロックごと（アスリートビブスのアルファベット）とします。
※ハーフマラソン及び10kmのみプラカードで表示します。

④ハーフマラソン関門・打切ポイントを下記のとおり設定します。

※関門閉鎖後は競技を続けることができません。競技役員の指示に従い、速やか
にレースを中止してください。
※関門閉鎖時刻前でも、競技役員が閉鎖時刻までに次の関門に到達できないと
判断した場合（特に大通公園周辺において）は、レースの中止を命じることがあり
ます。

⑤レース中、交差点や横断歩道では交通状況等により走者を停止させ、車両や
歩行者を横断させる場合があります。
　特に、ハーフマラソンの8.5km付近（南大通）1ヶ所、9.5km付近（北大通）
1ヶ所、11km付近（札幌パークホテル前）では、歩行者横断対策により、
係員の指示で走行ルートを切り替える場合があります。
　また、火災等非常事態が発生した場合、レースを中断することがあります
（警察官・消防士及び競技役員の指示に従ってください）。

①ハーフマラソン〔日本陸上競技連盟公認コース〕
五輪通～国道453号～中の島通～幌平橋～豊平川左岸通～菊水旭山公園通～
駅前通～南大通～大通西9・10丁目～北大通～駅前通～菊水旭山公園通～
南大橋～豊平川右岸通～豊平川河川敷～真駒内セキスイハイムスタジアム

②10km〔日本陸上競技連盟公認コース〕
五輪通～国道453号～福住桑園通～右岸通～豊平川河川敷～
真駒内セキスイハイムスタジアム

③5km・3km・2km・1km
真駒内公園内園路～真駒内セキスイハイムスタジアム

主催者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厳守するとともに、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。また、大会参加者の皆様の個人情報は、サービスの向上を目的とし、次のとおり利用します。
①大会保険への加入。②アスリートビブスの発送。③大会プログラム・ＨＰ・読売新聞・報知新聞等への氏名・所属・記録等の掲載 ④日本ハーフマラソンランキングへの参加（ハーフマラソン参加者のみ）。⑤大会協賛・協力・関係各団体等からのサービスの提供。⑥大
会中または大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、自治体や保健所等への氏名・連絡先の提供。⑦東京マラソン財団への個人情報提供（抽選の当選者のみ）なお、主催者または申込受付代行業者から申込内容に関する確認のご連
絡をさせていただくことがあります。

＜1＞自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金はできません。＜2＞天候事案、自然災害その他主催者の責によらない事案による中止の場合、参加料については中止までに要した経費等を差し引いた上で返金の有無及び金額を決
定します。＜3＞参加者は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨むものとします。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。＜4＞参加者は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技
中止の指示に直ちに従います。また、その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。＜5＞参加者は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることの異議を問いません。また、その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。＜6＞参加者は、大会
開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行わないものとします。＜7＞大会開催中の事故・傷病への補償は本大会が加入した保険の範囲内であることを了承します。＜8＞参加者の家族、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）は、本大会への参加を承諾しているものと見なします。＜9＞年齢・性別等の虚偽申告、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、参加者は出場・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、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わないことを了承するものとします。＜10＞大会の映像・写真・記事・記録等において氏名、所属（会社名、学校名等）、住所（都道府県名または市町村名）、肖像権等の個人情報が、新聞・テレビ・雑誌・インターネット・次
回大会のポスター・パンフレット等に掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権・肖像権は主催者に属します。 ＜11＞主催者が許可するカメラマンが撮影し、インターネットにおいて写真の掲載・販売を行います（写真掲載の停止、削除ができますのでご希望の方は事前
にご連絡ください）。＜12＞主催者は個人情報の保護法令を厳守し、参加者個人の情報を取扱います。なお、詳細については、右記の『個人情報の取扱いについて』をご覧ください。＜13＞申込時の「所属名」については、大会プログラム・HP・完走者記録誌・読売新聞・スポーツ報知
等に掲載されます。また、記入に際し広報・宣伝を目的とした名称や公序良俗に反する名称、個人名称などで大会主催者が適切ではないと判断したものは、削除する場合があります。なお、文字数の制限（７文字以内）により、「所属名」を短縮または省略することがあります。＜14＞東京
マラソンとの一般提携により、ハーフマラソン完走者の中から抽選で3名の方に東京マラソン2023への出走権を付与します（招待競技者を除く）。これに伴い、本大会で取得する個人情報は、東京マラソン財団に電磁的方法により提供されます。提供する個人情報は、①氏名 ②性別 
③生年月日 ④連絡先 ⑤記録（リザルト）となります。＜15＞参加者は別に定める「新型コロナウイルス感染症についてのガイドライン」を遵守することとします。

2022年10月2日（日）

個人情報の取扱いについて

①本大会は、マラソン保険および主催者賠償責任保険に加入しています。②大会開催の有無は、札幌マラソン公式HP、または「050-3665-9603（自動音声）」にてご確認ください。③参加にあたっては健康管理に十分注意し、当日身体の調子が悪い方は参加をご
遠慮ください（参加者は、必ず保険証をご持参ください）。また、大会当日、万が一事故にあった場合は、事務局までご連絡ください。④大会にはランニングに適したふさわしい服装でご参加ください（仮装等での出場はできません）。⑤貴重品は各自の責任で保管してくださ
い。盗難・紛失等の責任は主催者では一切責任を負いません。ただし、主催者に落とし物の届け出があったものについては、事務局で一時的に保管し、一定期間経過後、処分いたします。⑥不参加の場合、事務局にて参加記念品等をお渡しいたします（引換期間：10月
14日（金）までを予定）。

大会に関する諸注意

実施要項

⑥ファンペアに参加の方は、2名一緒にフィニッシュしてください。
⑦ベビーカー等を用いての参加はできません。
⑧車イス5kmは、自力走行ができる方のみ参加できます（電動車イス不可）。

1 実施日
10 種目・参加資格・参加料・スタート時間

2 会場

3 コース

4 競技規則

5 競技方法

アスリートビブス等は、参加者全員に事前発送（大会約3週間前）します。
※大会当日の受付はございません。
※アスリートビブス及びランナーズチップを忘れたり、紛失した場合は、再発行手数料として
1,500円を徴収します。

6 アスリートビブス事前発送

事前に大会事務局で抽選を行い、大会当日10：00から（予定）表彰テント横掲示板にて発表
します。抽選景品は、抽選景品引換所にて当選者に直接お渡しします（大会当日のみ有効）。

7 お楽しみ抽選会

各種目（ハーフマラソン・10kmは年代別）1位から8位までを入賞とし、
当日は3位までを表彰します。
※4位から8位までは表彰テントにて副賞をお渡しします。
※オープン5km・車イスオープン1kmは、表彰対象外種目です。

8 表彰

大会当日の完走証の配布はありません。
完走証は後日、各自で専用のWEBページからダウンロードする形式となります。
※後日ホームページに掲載される記録が、公式な記録となりますのでご了承ください
全記録一覧は、大会HP（https://satumara.sapporo-sport.jp/）に掲載いたします。

9 WEB完走証

申込規約 ◎大会申込に際して、参加者は下記の申込規約に同意のうえ、必要事項をご記入ください。

番号 種 目 参   加   料 スタート時間

◎ファンペアの『保護者』とは、親だけではなく、祖父母や親戚・兄弟なども含みます（18歳以上の高校生も可）。

●ハーフマラソン／高校生または16歳以上（定員 先着7,000人）

●10km／高校生または16歳以上（定員 先着4,500人）

●5km

●3km

●2km

●1km（定員 先着50人）

1 男子　10／20歳代
2 男子　30歳代
3 男子　40歳代
4 男子　50歳代
5 男子　60歳以上
6 女子　10／20歳代
7 女子　30歳代
8 女子　40歳代
9 女子　50歳以上

 10 男子　10／20歳代
 11 男子　30歳代
 12 男子　40歳代
 13 男子　50歳代
 14 男子　60歳代
 15 男子　70歳以上
 16 男子　高校生
 17 女子　10／20歳代
 18 女子　30歳代
 19 女子　40歳代
 20 女子　50歳以上
 

 21 車イス

 22 オープン

 23 中学男子
 24 中学女子
 25 小学4～6年生
 26 ファンペア

 27 小学1～3年生
 28 ファンペア

一　般 7,000円
高校生 2,000円

一　般 4,000円
高校生 2,000円

高校生以上 2,000円
小・中学生 1,500円

2,000円

高校生以上 2,000円
中学生以下 1,500円

1,500円

1,500円

ペア1組 4,000円

ペア1組 4,000円

  9:30

  9:00

13:25

13:35

13:15
13:20

13:00

13:05
13:10

日常車イスで生活している方（電動車イス不可）

高校生または16歳以上

小学4～6年生と18歳以上の保護者の2名1組

小学3年生以下と18歳以上の保護者の2名1組

日常車イス等で生活している方

真駒内セキスイハイムスタジアム　札幌市南区真駒内公園3番1号

2022年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会の規定により実施します。

大会オリジナルＴシャツを
参加者全員にプレゼント!!

申込から大会参加までの流れ
つのポイント

札幌マラソンはHMCC参加大会です。
HMCC（ハーフマラソンチャレンジカップ）は「ハーフマラソンに挑
戦するすべてのランナー」を応援するプロジェクトです。参加大会を
完走された方には以下の特典があります。
❶「自己ベスト達成者」「初ハーフマラソン完走者」「男子サブ80（1時間
20分以内）達成者」「女子サブ90（1時間30分以内）達成者」に「特別
記録証」を贈呈
❷大会記録を更新して優勝した選手（男女）に20万円の賞金を授与
【当大会記録】男子：１時間02分44秒、女子：１時間10分27秒
※詳しくは、HMCC公式HPをご覧ください。 
https://www.marathon-cc.com/hmcc/

本大会では、ハーフマラソン完走者から抽選で３名に東京マラソ
ン2023への出走権を付与します（招待競技者を除く）。
これに伴い、本大会で取得する個人情報は、東京マラソン財団に電磁的方
法により提供されます。提供する個人情報は、①氏名 ②性別 ③生年月日 
④連絡先 ⑤記録（リザルト）となります。
※東京マラソン2023の参加料及びその他経費（交通費・宿泊費等）につ
いては、自己負担となります。

13:40 29 車イスオープン

ハーフマラソン参加者は長袖か半袖を選べます！

「アミノバイタル® GOLD 2000ドリンク」と
「ゆきのみず」で体も気分もリフレッシュ!!
ハーフマラソン・10km種目の給水所では、
「アミノバイタル® GOLD 2000ドリンク」と「ゆきのみず」をご用意。

【アミノバイタル® GOLD 2000ドリンク】
アミノ酸スポーツサプリメント「アミノバイタル® ＧＯＬＤ」は、「ロイシン」を高配合した計9種類の必
須アミノ酸を、味の素社独自配合素材として採用しています。スポーツ時の負担軽減や早期リカ
バーなどに役立つサプリメントとして幅広く活用されています。
「アミノバイタル® ＧＯＬＤ 2000ドリンク」は、同素材を飲料として手軽に摂取できます。

 【ゆきのみず】
「おいしい水」になるには、軟水で重要とされる硬度成分「カルシウム」が「マグネシウム」の3倍程
含有することが必要と言われており、ゆきのみずは、この条件を満たす天然水です。

※給水所はハーフマラソンで4ヶ所、10㎞種目で2ヶ所設けています。

POINT

1

ボランティアスタッフを募集します‼
給水や走路監察など札幌マラソンに参加する選手を応援しません
か？大会公式HPの「ボランティア募集」からお申込みいただくか事
務局までお問い合わせください。
●申込期間：2022年７月1日（金）～７月31日（日）

関門・打切ポイント 5km（豊平区中の島1-2） 10km（中央区南2西3）
10：50（スタートから80分）

8km（中央区南1西4）
10：34（スタートから64分）10：10（スタートから40分）関門閉鎖時刻

4 7

参加料を期限までに入金してください。
入金がない場合、エントリーは無効になります。

6月27日（月）9：00～ 申込開始
インターネット申込（PC・スマホ等）

10月2日（日）（大会当日）

参加料を期限までに入金してください。
入金がない場合、エントリーは無効になります。

スタート時間 9：30ハーフマラソン
10km・・・・・・・・・・・・・・9：00
中学男女3km・・・13：00／ 
ファンペア3km・・13：10／ 
ファンペア2km・・13：20／ 
オープン5km・・・・13：35／ 

小学4～6年生3km・・13：05
小学1～3年生2km・・13：15
車イス5km・・・・・・・・・・・・13：25
車イスオープン1km・・・13：40

その他

9月中旬 アスリートビブス事前発送（大会約3週間前に発送いたします）

ハーフマラソン
定員 先着7,000名

その他（10・5・3・2・1km）
10km定員 先着4,500名、1km定員 先着50名

※参加料の他に別途手数料がかかります。
詳しくは下記表をご覧ください。

電話代行サービス申込（インターネットが不慣れな方向け）

0570-039-846
※お支払方法：コンビニ各社。※参加料の他に別途手数料がかかります。詳しくは下記表をご覧ください。※通話料は申込者負
担。オペレーターがお支払いに関するご案内をいたしますので、メモをご用意ください。※IP電話、PHS、ケーブルテレビ電話、海外
からの電話は繋がりませんのでご了承ください。※1回の電話につき1人の申込となります。

大会当日は、事前にメール配信するWEB版体調
チェック機能（URL）または体調チェックシートに
自身の体調を記録し、受付してください。

※WEB版体調チェックの場合は、体調に問題がない
ことを示す「入場OK画面」を提示する。右記二つの
うちどれかをご提示ください。

平日10:00～17：30の受付時間

（ガイダンス「1」）

6月27日（月）10：00～ 申込開始

7月22日（金） 申込締切7月23日（土） 申込締切

※先着定員種目（ハーフマラソン・10km・車イス1km）は定員になり次第、締切になります。

申込はこちらから

※平日のみ受付

※ハーフマラソン参加者は長袖か半袖の選択可、その他は半袖となります。
※未記入の場合、半袖Ｔシャツとし、男性はLサイズ、女性はMサイズとします。
※デザインはイメージで変更になることがあります。

身長

適合サイズ表

参加料・手数料表

※サイズの単位は、cm（センチ）です。※この数値は適合する身体のサイズの目安です。

105～115

110

50～57

47～54

125～135

130

55～62

53～59

145～155

150

73～80

58～65

157～163

XS

81～87

67～73

162～168

S

85～91

71～77

167～173

M

89～95

75～81

172～178

L

93～99

79～85

177～183

XL

97～103

83～89

182～188

2XL

101～107

87～89

胸囲

7,000円
（ハーフ）

4,000円
（10km、ファンペア）

2,000円
（高校生、5km他）

1,500円
（中学生以下） 代表者が複数の申込を行う場合

385円 220円

300円490円

ウエスト

＜長袖＞
フロント バック

＜半袖＞
フロント バック

参加料の合計⇒参加料4,000円以下の場合 220円
⇒参加料4,001円以上の場合 5.5％

POINT

3

POINT

4

POINT

5
POINT

2

5

インターネット申込

参加料

手数料
電話代行サービス申込
※通話料は申込者負担。

※1回の電話につき1人の申込となります。

●健康チェック結果が表示された
画面をスマートフォンで表示する

●健康チェック結果が表示された
　画面を印刷する

or

札幌マラソンはRUN as ONE -
Tokyo Marathon 2023（一般）の提携大会です。


