
2023年（令和5年）2月26日（日）

■ 申し込みから大会当日までの流れ

■ お知らせ

■ 新型コロナウイルス感染症について

■ 感染症予防対策について
本大会は、日本陸上競技連盟が定める「ロードレース再開についてのガイダンス」等を参考に、医師
等の専門家を交えた「世界遺産姫路城マラソン新型コロナウイルス感染症対策室」で策定する「新型
コロナウイルス感染症予防対策マニュアル」に基づき運営し、大会に関わる全ての方々が安全・安心
に参加できる大会とします。そのため、以下の内容をご了承いただいた上でお申し込みください。
・大会１週間前～当日～２週間後までの健康管理と連絡先を把握するため、体調管理チェックシートを
提出していただきます。開催日１週間前以降に、体調管理チェックシートの項目に該当する場合は、
参加を見合わせてください。（例）①37.5℃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咳や痰がでるなど、咽頭部に異常がある場合④味覚・臭覚に異常がある場合
　※日本陸上競技連盟の体調管理チェックシートをベースに、今後の新型コロナウイルス感染状況
　を踏まえ、お示しさせていただきます。
・受付会場及び各会場の入口における体温チェック、手指消毒、レース中（スタート後～フィニッシュ
まで）以外はマスク着用の義務付け、スタートブロックでは間隔を空けて整列していただき、マラソン
の部はウェーブスタートにてスタートしていただきます。
・沿道での応援は密集エリアとなりうるため、沿道応援の自粛を広く呼びかけます。
・給水・給食ポイントにおける密集を避けるため、各ポイントを拡張します。また、給食提供物については
個包装のものに限定して提供します。
・本大会では、参加する選手や関係者、地域の皆さまを新型コロナウイルス感染症のリスクから守る
ため、感染症対策に効果的なワクチン接種を推奨しています。安全、安心な大会を皆さまと共に作り
上げるため、ワクチン接種が可能な方は、ご協力をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症予防対策として提出いただく体調管理チェックシート等の個人情報に
ついては、保健所等関係機関からの要請に応じて提供させていただく場合があります。
・主催者による新型コロナウイルス感染症予防対策のための指示に従わない場合などは、他の参加者
の安全性を確保する観点から、出走取消、競技の中止、会場での待機、会場からの退出を求める
ことがあります。

・参加者は、主催者が求める全ての健康状態の確認に応じ、主催者の健康状態を理由とする出走
取消等の措置が行われることについて、一切異議がないことを確認した上で申し込んでください。
また、この場合、参加料・手数料などの返金は行いません。
・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、濃厚接触者等の特定に協力していただきます。
・参加者は、厚生労働省の接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」を利用してください。
・主催者が加入する保険は、新型コロナウイルス感染症の適用はありません。
・国や兵庫県のイベント開催方針の変更や日本陸上競技連盟のガイドライン等の改訂内容に応じて、
随時対策を検討するため、ワクチン接種歴や陰性証明の提出を求めるなど追加の感染予防対策を
行う場合があります。

■ 感染症拡大による大会の中止について
本大会が示す感染予防対策については、国や兵庫県、日本陸上競技連盟等が示す対策や新型コロナ
ウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、必要に応じて見直す場合があるほか、安全な開催が困難
であると判断した場合は、大会を中止または一部開催内容を変更する場合があります。
・開催中止判断基準
(1)兵庫県に緊急事態宣言が発出されている場合
(2)兵庫県において、移動制限や外出自粛の規制が行われ、イベント開催の中止が要請されている場合
(3)姫路市において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により医療提供体制がひっ迫し、緊急時
　 のランナー等の搬送先医療機関が確保できないと判断される場合
(4)医療・救護体制の構築（医療スタッフの確保）や競技役員、地域・企業等からのボランティア等
　 の運営に必要な人員が確保できないと判断される場合
(5)感染状況や感染拡大リスクを踏まえ、安全な開催が困難であると主催者が判断する場合

■ 参加申し込みの流れ

1 口 ： 1,000円
（1口につき、姫革カードケースを1個進呈します。）

募集 ： 8月19日（金）〜
詳細は大会ホームページをご覧ください。

2月上旬　　　　　参加案内 参加案内、アスリートビブス引換証等を送付します。

マ ラ ソ ン

STEP 1 大会ホームページを経由又は直接RUNNETページヘ

RUNNET会員登録

RUNNETのユーザーIDとパスワードでログイン

参加を希望する種目を確認し、「エントリー」をクリック

画面左上の大会検索より、「世界遺産姫路城マラソン2023」を検索し、大会のエントリーページヘ

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

RUNNET会員登録には、メールアドレスが必要です。

STEP3とSTEP4は
順番が逆でもO.K.

大会公式HP

以降は画面の表示に従ってお進みください。

2月上旬　 参加案内

インターネットで受付を開始します。　http://www.himeji-marathon.jp/

9月30日（金）　　申込締切 ※定員を超えた場合は、抽選を行います。

11月上旬（予定）　　当落結果通知 RUNNETのMyページ内にて当落発表を行います。また、あわせてメールでも当落結果の通知を行う予定です。

指定期日まで　　　参加料等入金

参 加 決 定

8月19日（金）  　 申込受付開始

2月26日（日）      大会当日

世界遺産姫路城マラソン2023開催にあたり、市内外を問わず幅広く「応援協賛」を募って
います。マラソン大会開催にご賛同いただき、皆さまからの温かいご支援をお願いします。

9：00  マラソン第1ウェーブスタート ／ 9：25  ファンランスタート
9：15  マラソン第2ウェーブスタート

ランナー受付
ランナー受付にお越しください。アスリートビブス等をお渡しします。　アスリートビブス引換証、本人確認書類が必要です。
2月25日（土）10：30～20：00

ファンラン

所定の方法で参加料等をお支払いください。入金がない場合は、参加決定が無効になります。

「応援協賛」にご協力を

イメージ

ランナー受付場所 ： イーグレひめじ　※大会当日は、ランナー受付を行いません。

どなたでもご協賛して
いただけます。

9,000人

3,500人

4,940人

8月19日（金）

8月19日（金） 9月30日（金）

■ 申し込みに関するお問い合わせ先 ■ RUNNETのエントリー操作手順に関するお問い合わせ先

https://runnet.jp/help/ へ　TEL.079-221-2862 受付時間 ： 9：00～17：00
（土・日・祝日 除きます）

「RUNNETサポートセンター」または、「RUNNETヘルプページ」世界遺産姫路城マラソン実行委員会事務局 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地

参加案内、アスリートビブス等を送付します。
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