高田城ロードレース大会
いきいきスポーツ都市
期
会

日
場

上越市●2021

2021年6月6日(日)
※雨天決行
高田城址公園陸上競技場 上越市内

個人の部

ファミリーの部

第22回高田城ロードレース大会
コース
種 目

別記参照
34種目+ファミリー

開催要項

※年齢・学年は2021年6月6日現在（大会当日）

NO.
男 子
NO.
男 子
NO.
女 子
NO.
女 子
1
ハーフ / 高校生〜 39 歳
10 5km/ 中学生〜 29 歳以下
19 ハーフ / 高校生〜 49 歳
28 5km/40 歳代
2
ハーフ /40 歳代
11 5km/30 歳代
20 ハーフ /50 歳以上
29 5km/50 歳代
3
ハーフ /50 歳代
12 5km/40 歳代
21 10km/ 高校生〜 29 歳以下
30 5km/60 歳以上
4
ハーフ /60 歳以上
13 5km/50 歳代
22 10km/30 歳代
31 3km/ 小学 1・2・3 年生
5
10km/ 高校生〜 29 歳以下
14 5km/60 歳以上
23 10km/40 歳代
32 3km/ 小学 4・5・6 年生
6
10km/30 歳代
15 3km/ 小学 1・2・3 年生
24 10km/50 歳代
33 3km/ 中学生
7
10km/40 歳代
16 3km/ 小学 4・5・6 年生
25 10km/60 歳以上
34 3km/ 高校生以上
8
10km/50 歳代
17 3km/ 中学生
26 5km/ 中学生〜 29 歳以下
9
10km/60 歳以上
18 3km/ 高校生以上
27 5km/30 歳代
3km 個人の部（種目番号 大人 18、34 ペア小学生 15、16、31、32）にエントリーしている方で、大人（20 歳以上）1 名と小学生 1 名の二人
組の合計タイムで競います。男女の組み合わせは自由です。

■競技規則
■大会受付

● 2021年度日本陸上競技連盟競技規則に準ずる
● ① エントリー終了後、大会2週間前を目安に参加賞、体調チェックリスト・同意書、ナンバーカードセット(チップ付き)等をエントリー時に登録いただいたご住所にお送りい
たします。忘れずにお持ちください。
② 大会前は、体調管理をしっかりと行い、大会当日主催者に体調チェックリスト・同意書を提出してください。大会会場への入場時に体温検査を行います。
発熱(37.5度以上)が確認された場合は、
新型コロナウイルス感染の有無にかかわらず、会場への入場や大会への参加をお断りする場合があります。
③ 大会当日、ナンバーカードを忘れた方は、
実費負担(2,000円)にて、予備ゼッケンを発行しますので、総合案内所へお越しください。
■大会日程 ● ① 開会式 午前7時〜 開会宣言、
大会説明他 (高田城址公園陸上競技場)
② スタート時刻及びスタート地点
※ハーフ…………………………………………………… 7時40分／高田城址公園陸上競技場付近
※10ｋｍ………………………………………………… 7時55分／高田城址公園陸上競技場内
※5ｋｍ………………………………………………… 8時00分／高田城址公園陸上競技場付近
※3ｋｍ（中学生以上及びファミリーの部 大人）…… 8時04分／高田城址公園陸上競技場内
※3ｋｍ（小学生及びファミリーの部 小学生）……… 8時05分／高田城址公園陸上競技場内
◎ ハーフスタート方法は、スタート時の人数を小分けにするウェーブスタート方式を採用し、混雑を緩和いたします。
申込時自
コロナ感染対策(密防止)によりスタート時の整列は、ラップタイムプラカードを確認しタイムの速い方から並ぶこととします。参考にさせていただきますので、
己申告タイム欄に記載ください。申告タイムは、ご自身の走力を鑑みてご記入ください。記載がない場合は、制限時間（ハーフ3時間）にて登録させていただきます。
◎ 10㎞・5㎞・3㎞については、従来通りの一斉スタートで行います。
■表
彰 ● ① 各種目男女別／１位から6位までに賞状と副賞を授与
② ファミリー／１位から6位までに賞状と副賞を授与
■出場資格 ● ① 国内在住で、各種目制限時間内で走ることができる人
制限時間 ハーフ／3時間以内 10kｍ／1時間20分以内 5kｍ／40分以内 3kｍ／30分以内
② 健康で大会要項を厳守できる人
各自、大会参加に際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、自己責任において健康状態を確認しておいてください。
③ 1ヶ月以内に海外渡航歴がない方
④ 車椅子での参加はできません。
■参 加 料 ● ハーフの部／5,000円
10kｍの部／4,000円
5kｍの部／4,000円
3kｍの部／高校生以上3,000円 中学生2,000円 小学生1,500円 ●ファミリーの部／4,500円 大人1名と小学生1名の合計
■参 加 賞 ● Tシャツ（ナンバーカードセット等と一緒に事前送付いたします。）
■給 水 所 ● スタート・フィニッシュ地点の他、概ね2〜3ｋｍ毎に7カ所の給水所を設置します。そのうち途中の4カ所とフィニッシュ地点にエイドを設置します。※消毒液等を設置します。
※情勢変化に応じて、給水所を減少する。給水対応を、紙コップを使わずペットボトルを支給する等に変わる場合があります。(大会前にホームページ等を必ずご確認ください。)
■距離表示 ● １kｍ毎
■記録計測 ● ① 記録計測は、ランナーズチップで行います。フィニッシュ直後に回収します。
② 大会エントリー後、
当日参加されない方は、ナンバーカードと同封の返却用封筒にて、必ず返却してください。
未返却の場合は、2,000円の実費請求となります。
■申込方法 ● （新設：ハーフ参加者の自己申告タイム欄）
① 郵便振替申込…払込用紙に必要事項を正確に記入し、郵便局に払い込んでください。
② インターネット申込…PC・携帯から右記サイトにログインし必要事項を正確に入力してください（http://runnet.jp/
※申込後の参加種目の変更及び取消はできません。
■申込期間
※申込定員に達した場合は、締め切りとさせていただきます。
（定員総数：2,500名）
● ① 郵便振替申込：2021年１月18日（月）
から2021年3月31日（水）まで消印有効
② インターネット申込：2021年１月18日（月）から2021年4月2日（金）まで取扱有効
■ハーフマラソンの関門閉鎖時間について
● ① 円滑な一般交通と参加者の安全確保のため、
関門を4カ所設けます。
② 関門閉鎖後は、
交通規制が解除されますので、その時間内に関門まで到達していない選手はレースを続けることはできません。
選手は審判の指示に従ってください。
③ ハーフ関門閉鎖時間
◆第1関門
◆第2関門
◆第3関門
◆第4関門

（第3給水所・JAえちご）
8.0km地点
（第4エイド・ゆずや）
10.2km地点
（第6エイド・交流プラザ） 15.4km地点
（第7エイド・八木酒店）
18.3km地点

9時00分
9時15分
10時00分
10時25分

◎関門不通過選手は、
ナンバーカードを付けたまま、チップを関門審判に渡し、回収車に乗ってください。
■ランナーストップ（足止め）について
①レース中、交通量の多い交差点や横断歩道では交通状況により、走者を停止させ、車両や歩行者を優先させることがありますので、予めご了承ください。
②次のような場合ランナーを一時的にとめます。
※緊急車両が通過するとき。
（全コース）
※高速バス
（本町5交差点）、定期バス
（春日山城入口交差点、
春日山町3交差点）が通過するとき。
※周辺交通の影響（渋滞を）緩和するため、以下の地点で、先頭選手が通過から、一定の時間経過したのちに、審判員、警察官、大会役員等により、ランナーストップ（足止め）を行う場合があります。
●ランナーストップ地点と時間 ◆飯交差点…………
(9.5km地点) 先頭ランナー通過後30分から（8:50頃から随時）
◆本町５交差点……
（19.4km地点） 先頭ランナー通過後60分から（9:50頃から随時）
◆レース中は、大会審判員、現場の警察官、
警備員、係員の指示に従ってください。
■その他・注 意事項
①荒天・地震・風水害等により、
大会が中止の場合参加料の返金はいたしません。
また、
申し込み後の種目の変更、
取消はできません。
※新型コロナウイルス等により、大会を中止する場合は中止決定時点の必要経費等を勘案し対応します。
②主催者は競技中の事故について応急処置のみ行いますが、
それ以外の責任は負いません。(主催者は、
参加者全員に対してマラソン保険に加入します。
感染症の補償はありません。
)
③大会主催者は、
競技会に関わる全ての人の感染に対するいかなる責任を負いません。
④当日は、
健康保険証を必ず携行してください。
その他法令及び公序良俗に反するような行為や仮装は認めません（
。他のランナーに対して危険と思われる服装、
ＡＥＤ等・医療機器の使用を困難にする服装、
大会にふさわしくない服装などの着用や携行品を身
⑤競技規則、
に付けたり、
他人を不快にさせる行為、
遅延行為、
募金、
署名等を求める行為等）
主催者側がこれらに該当すると判断した場合、
大会への参加を認めず、
レース開始後に競技を中止させることがあります。
これに対する異議は一切認められないことをご了承のうえ、
お申込みしてください。
※音楽を聴きながらの走行について「
、緊急時のサイレン等」
が聞こえなくなるような音量での走行は避け、
各自十分注意し競技に参加してください。
⑥当日は、
マスクを持参してください（
。参加受付時や着替え時等の競技を行っていない際や会話をする際にはマスクを着用してください。
）
完走された方全員にお渡しします。
大会記録一覧のご希望の方は、
総合案内に実費を添えてお申し込みください。
⑦完走証はフィニッシュ後、
⑧スペシャルドリンクは、
運営上受付できませんので、
予めご了承ください。
⑨駐車場は大変混み合いますので、
係員又は看板の指示にしたがってください。
河川敷駐車場と陸上競技場間はシャトルバス
（無料・乗車定員あり）
を用意いたします。
⑩北陸新幹線
（長野発6：11→上越妙高駅着6：34）
をご利用の方は、
大会当日上越妙高駅〜陸上競技場間にシャトルバス
（無料・乗車定員あり）
を用意いたします。
尚、
東京方面・金沢方面からは当日朝、
間に合う新幹線はありませんのでお気を付けください。
⑪障がいのある方も出場できます。
コースの関係上、
車椅子での参加はできません。
参加申込書に障がい名及び伴走者名を明記の上、
お申込み下さい。
伴走者のビブスは事務局で用意いたします。
詳しくは事務局までお問い合わせください。
記録を掲載します。 https://www.joetsu-taikyo.jp/convention/takada-road-race/
⑫大会関連ホームページに大会情報及び全完走者の氏名、
⑬市内宿泊施設をご希望される方は、
下記にてご確認をお願いします。
上越観光ネット https://www.joetsu-kanko.net/tomaru/
※高田旅館組合
（高田ターミナルホテル内 ＴＥＬ025-526-0005）
※直江津旅館組合
（ホテルハイマート内 ＴＥＬ025-543-3151）

