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鹿児島・鹿屋Trial Marathon Half

2 年間にわたり猛威をふるった新型コロナウイルスもようやく出口が見えつつあり、この 3 月は大型の都市型マラソン大会も開催されるまでにな
りました。しかしながらアールビーズスポーツ財団では、2020 年秋よりコロナ禍の中全国で開催して参りました「トライアルマラソンシリーズ」
の感染症拡大防止策の運営ベースは崩さずに、正確な距離、5km 毎のタイム計測、2.5km 毎の給水など、マラソン大会運営の基本をしっかりと
押さえた競技運営を行います。大会当日まで体調にご留意いただき、最高のコンディションでご出場ください。

今大会は当日受付になります。受付でお名前をフルネームでスタッフにお伝えください。

5
292022参加のご案内

本イベントのコースは占有利用ではありません。大会開催中も一般歩行者や自転車などがコース上を
通行する場合がございます。譲り合いの精神を持ち、安全には十分注意してレースに参加してください。

「RUNNET 体調チェック（スマホ）」もしくは「体調チェックシート（紙）」（ P ６）をご記入のうえご来場ください。

①以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めます。
・37.5 度以上の発熱がある場合
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある場合
・普段より咳、痰がある場合、咽頭痛などの症状がある場合
・味覚、嗅覚に異常を感じる場合
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる場合
・糖尿病などの基礎疾患があり、当日の体調に不安のある場合
・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必
　要とされている国、地域への渡航または当該在住者との濃厚
　接触者がある場合
②大会運営は以下の対策を行います。
・会場にトイレはありますが、使用前後に際して主催者が指示
　する手指その他の消毒方法に従っていただきます。
・スタッフは常時マスクを着用します。
・特に参加者と対面するスタッフはフェイスシールドと手袋を
　着用します。
・更衣室はありませんので、各自更衣ポンチョやバスタオルを
　用意するなど来場服装等も工夫してください。
・スタート前に検温を行う場合があり、37.5 度以上の方は出
　走をお断りし、会場からの退場を求めます。
・会場、コースともエイドステーションでの給水、給食の手渡
　しは行いません。
・途中収容された場合は、主催者指定の手指消毒とマスクを着
　用いただきます。
③参加者は走行中以外の会場内ではマスクを着用してください
　（スタート整列時含む）。
④応援の際は常時マスクを着用してください。
⑤会場にゴミ箱はありません。必ず各自ゴミはお持ち帰りくだ
　さい。

⑥こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してく
　ださい。
⑦他の参加者、主催者スタッフとの距離（できるだけ 2m 以
　上）を確保してください ( 障がい者の誘導や介助を行う場合
　を除く）。
⑧イベント中に会場やコースにおいて大きな声で会話、応援を
　しないでください。
⑨感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催
　者およびスタッフの指示に従ってください。
⑩イベント終了後 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、同時に濃
　厚接触者の有無についても報告してください。
⑪後日参加者、大会関係者の中から感染者が出た場合には、保
　健所などの聞き取り調査に協力していただきます。
⑫参加者および同居人が開催日の２週間前以降に、発熱や感冒
　症状で病院受診や服薬等がある場合は参加をご辞退ください。
　その際、大会開催前に事務局へご連絡いただきました方
　には、参加料は参加賞発送などの諸経費と返金手数料を差し
　引き、参加料は RUNPO（＝ RUNNET ポイント）にて返還
　いたします。
⑬参加者および同居人が開催日の 2 週間前以降に、感染拡大し
　ている地域や国に訪問した場合は参加をご辞退ください。
　この際、大会開催前に事務局にご連絡いただきました方には、
　参加料は参加賞発送などの諸経費と返金手数料を差し引き、
　参加料は RUNPO（＝ RUNNET ポイント）にて返還いたし
　ます。
⑭緊急事態宣言等発令下でも、政府や自治体の定めるガイドラ
　インに則り、開催の可否を判断していきます。

新型コロナウイルス感染症防止特別参加規約
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　開催日

　種　目

2022 年 5 月 29 日（日）雨天決行

ハーフマラソン (21.0975km)

　会　場
串良平和公園内多目的グラウンド
鹿児島県鹿屋市串良町有里 5660-1

　大会スケジュール
 ８:00　駐車場オープン
 　　  　会場オープン、受付・検温開始
 ９:30　競技スタート（ウェーブスタート）
12:30　競技終了（制限時間３時間） 

コロナ対策

密を避けるため、開会式、表彰式は行いません。
スタート整列時も含め、会場内ではマスクを着用してください。
※レース中は外していただいて結構です。

　記録計時
記録計時は、ランナーズチップで行います。
シューズに正しく装着してください。
※靴ヒモのないシューズの方は、大会本部にお越しください。
※ランナーズチップは、レース後必ず返却願います。
　途中棄権した場合もご返却ください。

　選手受付

来場時、検温を指定場所にて行いますのでご協力お願
いします。検温の際には「体調チェックシート（スマ
ホもしくは紙）」の提示もしくは提出を必ずお願いし
ます。検温 OK の目印として、リストバンドをお渡し
しますので、必ず手首に装着してください。
※体調チェックシートを紙でご利用の方はご自身でプリントしてください（６ページ）。

　スタートについて

スタート待機時の密集を避けるために、ウエーブスタートを行い
ます。各グループは待機時に前後の間隔を保った状態で整列いた
だき、そのままスタートラインを通過していただきます。

コロナ対策

※スタート整列時はマスクを着用してください（レース中は外して頂
いても結構です）。
※ナンバーカードは予想タイム順となっています。

ご自身のグループでスタートできない場合は、最後尾に合流願います。
なお、記録はスタートマット通過後の自動計測となりますので、スター
ト時間の遅れによるタイム・順位の不利はありません。

　記録速報・記録証
◉本大会の記録証は、Web 記録証です。競技終了後、下記 QR コード
   から記録証をダウンロードできます。
◉大会当日は、スマートフォンアプリ「応援 navi」で速報タイムを確
   認できます。
※ウェーブスタート方式でスタート時間が固定ではありませんので、
   ネットタイムをご確認ください。
※グロスタイムは一律 9:30 からの設定となります。

　中止のお知らせ
悪天候や災害により大会を中止する場合のみ、　
大会当日、朝 5 時から大会 HP にてお知らせします。
電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

URL
https://trial-marathon-series.com

　お問い合わせ先
トライアルマラソンシリーズ事務局

事前 trial-marathon@runners.co.jp

前日
当日

TEL：090-7727-8297
メールの件名に ” 大会名 ” を記入ください。

9：00 〜 18：00 7：00 〜 18：00前日 当日

※緊急連絡以外はご遠慮ください。

ナンバーや氏名からランナーの位置情報を予測し、
地図上に表示するアプリが応援 navi です。

本大会の記録証は WEB 記録証です。後日、大会公式
サイトから記録証をダウンロードできます。

重 要 事 項

　開催日

　種　目

アスリートビブスと計測チップは、会場でお渡ししま
す。受付では、スタッフにご自身のお名前をフルネー
ムでお伝えください。

RUNNET 体調チェックシート
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　給水所
コース上 1 カ所に給水所を設置します。（２．５km 毎、水とスポーツ
ドリンク各 1 か所ずつ設置）熱中症・脱水症予防のために、スタート前・
レース中は必ず給水を行ってください。

コロナ対策
・手渡しは行いません。
・ゴミは、必ずコース上に設置されたゴミ箱へ捨ててください。

　更衣室
コロナ対策

・密回避のため、更衣室のご用意はありません。ご了承ください。

手荷物預かりはございません。
車の鍵や携帯電話など、指定の角２封筒に入る貴重品のみお預かりし
ます。貴重品を預ける際、受け取る際はアスリートビブス（ナンバーカー
ド）の提示が必要となりますので、あらかじめご準備ください。

　トイレ
多目的グラウンドの常設トイレが利用可能です。

（トイレ位置は、「会場図」「コースマップ」をご確認ください）

コロナ対策

・使用後は、手洗い、アルコール消毒の徹底をお願いいたします。
・2m 間隔をあけて整列願います。

　参加賞 ( 大会オリジナル T シャツ）

参加賞引換窓口にて大会オリジナル T シャツとオリジナル完走メダル
（完走者のみ）をお渡しします。

参加賞 T シャツ 完走メダル

　過去の気象情報

２０２１ ２０２０ ２０１９

天 候 曇りのち晴れ 晴れのち曇り 晴れのち曇り

平 均 気 温 ２１. １℃ ２１. ５℃ １８. ８℃

最 高 気 温 ２４. ９℃ ２７. ４℃ ２３. ２℃

最 低 気 温 １７. ０℃ １３. ５℃ １２. ８℃

　会場アクセス
お車をご利用の方

　会場図

!

!

野球場

アリーナ前駐車場

屋内
ゲート
ボール場

テニス
コート

駐車不可
P

PP

串良平和
アリーナ

メイン会場
平和公園

多目的グラウンド

　駐車場
会場となる串良総合公園内駐車場をご利用いただけます（無料）。

※上記の会場案内図の「P」マークの部分に駐車いただけます。
※平和アリーナ側駐車場はご利用いただけません。
※駐車場は 8:00 に開場となりますのでご注意ください。

　その他
◉競技中は競技役員の指示に従って、安全に競技に参加してください。
◉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
　であることをご了承ください。
◉大会参加にあたっては十分なトレーニング・ウォーミングアップを
　行い、健康状態に留意してください。また、体調チェックリストを
　活用し、体調がすぐれない場合は勇気を持って棄権するよう心掛け
　てください。
◉天候が急変することも予想されます。雨具の用意を忘れないように
　してください。
◉大会出場中の映像・写真記事・記録のテレビ・新聞・雑誌・インター
　ネットへの掲載権は、主催者に属します。
◉会場内は禁煙です。
◉スタート時刻に間に合わなかった際は、失格となる場合があります
　のでご注意ください。
◉感染症予防のなどの安全対策上、参加者以外のご来場はご遠慮くだ
　さい。やむを得ず来場する場合には、参加者同様に検温と体調管理
　チェックシートの提出を義務化します。
◉ランナーズチップ（記録計時用チップ）を紛失した場合は、実費
　（1,000 円）を負担していただきます。
◉競技場内は飲食禁止です。

コロナ対策

・会場内では出来る限りソーシャルディスタンスの確保、こまめ
  な消毒、マスク着用をお願いします。
・ゴミは各自お持ち帰りください。
・会場内、コース上の応援はご遠慮ください。

　貴重品預かり
受付、検温、トイレ

Google Maps

鹿児島県鹿屋市
串良町有里 5660-1
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　コースマップ

下記マナーを守っていただきますよう、お願いいたします。

◉コースは右側通行、追い抜く際は左側からお願いします。
◉前のランナーや一般歩行者の無理な追い抜きは大変危険です。
　追い抜く際は一声かけるなどご配慮ください。
◉３名以上が横に並んで走ることがないようにしてください。
◉ツバ吐きは禁止です。
◉周回管理はご自身でおこなってください。
◉途中で棄権される場合はお近くのスタッフに声をかけてください。
◉可能な限りソーシャルディスタンスを保つように走ってください。
◉スタートまで、マスクの着用をお願いします。
　※レース中は外していただいて結構です。
◉応援のみの来場はお控えいただきますようお願いします。
◉コース内で当イベントでの自転車走行は禁止されております
　（イベント運営用は除く）。自転車での応援は絶対におやめください。

　コースについて
本イベントのコースは占有利用ではありません。大会開催中も一
般歩行者がコース上を通行する場合がございます。譲り合いの精
神を持ち、安全には十分注意してレースに参加してください。

新型コロナウイルス対策事前チェック
　大会前までに

新型コロナウイルス感染予防のため下記のご協力をお願いします。

□ 事前に参加案内、大会 HP の「新型コロナウイルス感染症防止特別参加規約 」をお読みください。
1

　来場時に
□ 来場の際は、マスク着用をお願いします。
□ 受付時に RUNNET 体調チェックの画面提示および体調チェックシートのご提出をお願いします。
□ 来場者には全員に検温を実施します。
□ RUNNET 体調チェックおよび体調チェックシート ※１ で異常が見られる方、検温時に 37.5℃以上
　 の方はご参加をお断りさせていただきます。

2

　大会中
□ 走行時以外は、マスク着用にご協力をお願いします。
□ スタートでは１〜２m の間隔をあけて整列をお願いします。
□ 待機時は、ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
□ トイレご利用時は、手洗い、アルコール消毒の徹底をお願いします。

3

　大会終了後
□ 表彰式は行いません。
□ 大会終了後は速やかに解散をお願いします。　※同会場での打ち上げは禁止いたします。
□ ゴミは各自お持ち帰りをお願いします。

4

※１　体調チェックシートに関しては P ５〜 P ６参照

トイレ

給水



5



6

5
29

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
29

28
27

26
25

24
23

22
21

20
19

18
17

16
15


