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第２２回 日立さくらロードレース開催要項 
 

 

１ 趣旨    『日本さくらの名所１００選』のひとつである日立のさくらのもとに、 

競技者から市民ランナーまでが一堂に集い、ランニングを楽しむことか 

ら、健康づくりと元気なまちづくりに寄与することを目的とする。 

 

２ 主催    日立さくらロードレース実行委員会 ／ 日立市 ／ 日立市教育委員会 

茨城新聞社 ／ （一財）茨城陸上競技協会 ／（公財）日立市体育協会 

 

３ 後援    茨城県 ／ 茨城県教育委員会 ／（公財）茨城県スポーツ協会 

全国マラソン連盟 

 

４ 開催期日  令和４年４月３日（日） 開会式 午前８時１０分 
 

５ 会場 

(1) メイン会場 日立シビックセンター新都市広場（茨城県日立市幸町１－１８） 

(2) スタート  平和通り前（ホテルウィング付近） 

(3) ゴ ー ル  日立シビックセンター新都市広場前道路 

 

６ 種目及び参加料 

種目 スタート時間 部門 性別 年齢区分 参加料 

ハーフマラソン 

 

【定員 1,500 名】 

高校生以上 

2 時間 25分目標 

９：２０ 

１ 男 高校生以上 ～ ３９歳以下 

４，０００円 

２ 男 ４０歳代 

３ 男 ５０歳代 

４ 男 ６０歳以上 

５ 女 高校生以上 ～ ３９歳以下 

６ 女 ４０歳以上 

１０ｋｍ 

 

【定員 1,500 名】 

高校生以上 

１時間 20分目標 

９：００ 

１ 男 高校生以上 ～ ３９歳以下 

４，０００円 

２ 男 ４０歳代 

３ 男 ５０歳代 

４ 男 ６０歳以上 

５ 女 高校生以上 ～ ３９歳以下 

６ 女 ４０歳以上 

※今年度は、５ｋｍ、２．２ｋｍ（中学生）、１．８ｋｍ（小学生・親子・のんびりお

花見）の種目は実施しません。 
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７ コース 

(1) ハーフマラソン 

平和通り～市民会館通り左折～吉田石油交差点左折～国道 245 号旭町交差点右折～ 

国道 245 号桜川丁字路交差点折り返し～国道 245 号旭町交差点右折～ 

国道６号日立ﾊﾞｲﾊﾟｽ入口交差点折り返し～国道６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ本宮町５丁目交差点右折～ 

浜の宮らせん橋上交差点折り返し～国道６号ﾊﾞｲﾊﾟｽ本宮町５丁目交差点右折～ 

国道 245 号幸町ガード下交差点右折～日立新都市広場前道路ゴール 

(2) １０ｋｍ 

平和通り～市民会館通り左折～吉田石油交差点左折～国道 245 号旭町交差点直進～ 

同日立ﾊﾞｲﾊﾟｽ東滑川町５丁目交差点折り返し～国道 245 号幸町ガード下交差点右折～ 

日立新都市広場前道路ゴール 

 

８ 参加資格 

 (1) 国内在住の高校生以上で、「ワクチン接種済」又は「陰性証明（医療機関が発行し 

たもの）」を条件とし、健康に異常がなく、ハーフマラソンは２時間２５分以内で完 

走できる方、１０ｋｍは１時間２０分以内で完走できる方。なお、安全管理運営上、 

車イス等を使用しての参加はできません。 

ア 高校生は保護者の同意が必要となります。 

イ 視覚障害の方への伴走者は、同種目に選手として参加することはできません。 

  伴走をする方は、エントリー後大会事務局に伴走者での参加を報告してください。 

  また、大会当日は伴走ゼッケンを持参してください。 

 (2) 年齢起算は、大会日現在とします。 

 (3) 本大会指定の体調管理チェックシートを提出した方とします。 

 

９ 競技方法 

 (1) 大会は、現行の日本陸上競技連盟規則及び本大会開催要項に基づいて実施します。 

 (2) 大会会長が競技続行不可能と判断したときは、大会を中止します。 

   また、係員が競技続行不可能と判断したときは、競技を中断させることがあります。 

 (3) 競技途中であっても、緊急車両の通行を優先させる場合があります。 

 (4) 自動計測システムを使用しますので、次の事項に注意してください。 

   なお、５ｋｍ毎（５ｋｍ／１０ｋｍ／１５ｋｍ／２０ｋｍ）の地点でのラップ計測 

を実施し、その記録を完走証へ掲載します。 

ア 計測用チップを必ずシューズに装着してください。 

イ フィニッシュは、必ずフィニッシュゲートを通過してください。 

ウ 完走証は、Web でのみ発行し、用紙での発行は行いません。 

(5) 記録計測は１３時で終了します。 

(6) 大会の運営上、次の時刻による規制関門を設置します。なお、この時刻に規制関門 

を通過できない選手は、速やかに競技を中止し、係員・走路員の指示に従ってくださ 

い。 

ア １０：２０  ハーフ： ６．１ｋｍ（国道２４５号桜川丁字路交差点付近） 

  イ １２：１５  ハーフ：１９．１ｋｍ（国道６号日立ﾊﾞｲﾊﾟｽ浜の宮ﾛｰﾄﾞﾊﾟｰｸ付近） 
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 (7) 次の地点に給水所を設置します。なお、個人の飲食物は受付けませんので注意して 

ください。 

ア ハーフマラソン（６箇所） 

５ｋｍ／６ｋｍ／８ｋｍ／１１ｋｍ／１４．８ｋｍ／１８ｋｍの各地点付近 

イ １０ｋｍ（２箇所） 

 ３．５ｋｍ／８ｋｍの各地点付近 

 

10 表彰    ハーフマラソン種目の総合第１位を男女別に当日表彰をします。 

また、各部門は第１位のみを当日表彰します。 

なお、各部門第２位から第 10 位までの入賞者へは、後日賞状及び副賞を 

登録した住所へ送付します。 

 

11 参加賞   Ｔシャツ（予定）を大会前の事前発送（ナンバーカード、計測チップ等） 

に同封します。 

 

12 完走賞   フィニッシュ後のフィニッシュゲートで配布します。 

 

13 注意事項 

(1) 主催者は、参加者を対象にスポーツ傷害保険（大会当日のみ）に加入します。 

  なお、主催者は、競技中の事故について、応急処置及びスポーツ傷害保険の補償の 

範囲内の他は、一切責任を負いません。 

(2) 荷物は、手荷物預かり所又はセルフ保管場所を利用してください。 

(3) 参加者は、警察官・競技役員・係員の指示に従ってください。 

(4) 参加者は、各自の責任において健康を管理し、あらかじめ医師の健康診断等を受け 

て参加してください。なお、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすい６５歳以上 

の方、基礎疾患をお持ちの方は、リスクが高いことを認識したうえで、慎重に参加の 

判断をお願いします。 

(5) 駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用のうえ、ご来場ください。 

(6) 氏名、所属、学校名または市町村名、記録、写真を広報誌及び大会ホームページ等 

で掲載することがありますので、あらかじめご了承ください。 

 (7) 参加者に、大会１週間前から大会２週間後までの体調管理を義務付けますので、事 

前に体調管理チェックシートを送付します。なお、体調管理チェックシート（大会前 

受付用）は、大会当日、受付に提出してください。持参しない参加者は出場できませ 

んのでご注意ください。 

 受付時に検温チェックの実施及びリストバンドを配布しますので、大会中は必ず装 

着をお願いします。 

 (8) 「ワクチン接種済」又は「陰性証明（医療機関が発行したもの）」については、大 

会当日提示を求める場合がありますので、原本又はスマートフォン等へ写真（写し） 

で収めてお持ちください。 

 (9) 競技中以外はマスクを着用してください。 
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14 申込規約 

(1) 自己都合による申込み後のキャンセルはできません。また、過剰入金、重複入金の 

返金はいたしません。 

(2) 自己都合による申込み後の種目変更、キャンセルはできません。 

(3) 地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等による開催縮小、中止、参加料返金の有 

無・額等についてはその都度主催者が判断し、決定します。 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により大会が中止になった場合、返金手数料を差 

し引いた金額をＲＵＮＰＯ（ランポ）にて返金いたします。※現金での返金はいたし 

ません。 

(5) 年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）はいたしません。それ 

らが発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の出場資格のはく奪等、主催者 

の決定に従います。 

また、主催者が虚偽申告・代理出走に対する返金など一切の責任を負わないことを 

了承します。 

(6) 私は、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みま 

す。なお、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすい６５歳以上の方、基礎疾患の 

ある方は参加を慎重に判断してください。 

(7) 私は、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に異議ありません。 

その方法、経過等についても主催者の責任を問いません。なお、新型コロナウイルス 

感染症が原因となる場合も含みます。 

(8) 私は、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。 

(9) 私は、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 

等の請求を行いません。なお、新型コロナウイルス感染症が原因となる場合も含みま 

す。 

(10) 大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了 

承します。 

(11) 私の家族・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）は、本大会への参加を承諾しています。 

(12) 大会の映像・写真・記事・記録等において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人 

情報が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用さ 

れることを承諾します。その他、新型コロナウイルス感染症の感染対策に使用するほ 

か、大会参加者・関係者から感染症が発生した場合に、保健所及び医療機関へ提出す 

ることを承諾します。 

(13) 個人情報は、上記の記載する取扱いに則ります。 

(14) 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」 

に準じた感染症対策を実施します。なお、主催者が求める新型コロナウイルス感染症 

対策に参加者が応じない場合、大会への出場を認めません。 

(15) 上記申込規約の他、主催者が別途定める参加上の注意に則ります。 
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15 申込方法及び申込期間 

(1) 申込方法  インターネット 

 次のインターネットホームページから申し込んでください。 

 【ランネット】 https://runnet.jp/ 

(2) 申込期間  令和４年１月２４日（月）から令和４年２月７日（月）まで 

 【申し込みに関する注意事項】 

 ア 申込開始日は、正午からとなります。 

  イ 申込最終日は、２３時５９分までとなります。 

  ウ 定員に達し次第締め切ります。 

  エ 申し込みは、参加料入金により完了となります。 

 

16 そ の 他   第２０回エントリー人数 １７，２７７名 

 

17 お問い合わせ 日立さくらロードレース大会事務局 

         （公益財団法人日立市体育協会内） 

          TEL：０２９４－３６－６６６１ （平日９：００～１７：１５） 

 

 

新型コロナウイルス感染症の状況により、大会の中止、定員の変更等を 

行う場合があります。 

 

 


