
このたびは「東京トライアルハーフマラソン2018」にエントリーいただき、ありがとうございます。
当日のご案内をお送りいたしますので、よくお読みいただいた上でご参加ください。

■開催日　2018年10月27日(土)
■会　場　木根川橋少年野球場・球技場
　　　　　　        　      （東京都葛飾区東四ッ木三丁目）

大会会場
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四ツ木駅より徒歩約10分
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スタート＆フィニッシュ

当日スケジュール
■  8:00　会場オープン／ナンバーカード引換え開始

更衣室、手荷物預かりオープン
出展ブース（Run With Heartブース、 
東京マラソン財団ブース）オープン

■  9:15　オープニングセレモニー／
　　　　  ウォーミングアップ（ステージ前）
■  9:30　ナンバーカード引換え終了
■  9:45　スタートブロック整列開始
■  9:55　スタートセレモニー
■10:00　ハーフマラソン競技開始（スタート）
■10:15　チャレンジ車いす 3km競技開始
                   （スタート）
■12:15　表彰式（予定）
■13:00　ハーフマラソン競技終了（制限時間）
■13:05　抽選会
※当日競技進行により、時間が変更となる場
　合があります。

開催可否について
荒天・災害等による開催中止の決定の告知
については、大会当日10月27日（土）午前6時
に公式ウェブサイト（https://onetokyo.org/）、
SNSにてお知らせいたします。

参加のご案内

会場アクセスマップ

大会に関するお問い合わせ

  「東京トライアルハーフマラソン」エントリー事務局（株式会社アールビーズ内）
　　　TEL : 03-5771-7903（受付時間 10：00 ～17：00 ※土日、祝日、年末年始を除く） 
　　　大会当日専用  TEL : 090-3230-6864
  メール : event@runners.co.jp（件名に「東京トライアルハーフマラソン 2018」とご記入ください）
  公式ウェブサイト　https://onetokyo.org/ 



エントリー時に入力いただいた希望ペース別にスタートブロッ
クが分かれております。
ご自身のペース、ナンバーカードの色をご確認の上、整列をお
願いいたします。

ナンバーカード引換え スタートブロック

※当日、ナンバーカード引換証（参加票）を忘れた、もしくは画面
表示できない場合は、ランナー受付隣の「ヘルプデスク」にお越
しください。

大会会場案内マップ

①案内メール中段にあるナンバーカード引換証（参加票）URLを
クリック

②「参加票を発行する」ボタンをクリック

③ナンバーカード引換証（参加票）が発行されます。大会当日は、
下記どちらかの方法でランナー受付にて手続きを行い、ナン
バーカードの引換えを行ってください。

スタート前
■手荷物預かり
　ナンバーカードに同封されている「荷札」を付けて預けてく
ださい。※貴重品はお預かりできません。

■計時チップの装着
　ナンバーカードに同封されている計時チップを必ずシューズ
に装着してください。
　※計時チップはフィニッシュ後に回収いたします。
　※計時チップ未返却または紛失した場合、実費を請求いたし
　ますので、ご了承ください。

■ウォーミングアップについて
　ウォーミングアップは、他の参加者や一般の通行者に十分注
意して行ってください。
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各ブロック入口※

※ペースセッターなし

ペースセッター
下記のタイムごとにペースセッターを設定いたします。
ペースセッターは風船（ナンバーカードと同色）が目印です。

重要

手順

方法１　スマートフォン、タブレットなどで QRコード（参加
者認証コード）の画面を表示し、受付に提示する。

方法２　発行されたナンバーカード引換証（参加票）を印刷
の上、当日会場に持参し、受付に提示する。

④ナンバーカード・計時チップ・参加賞などをお渡しいたし
ます。

  　  1kmペース 　　　　　　予想フィニッシュタイム

  　　4分30秒 　　　　　　　　1時間34分56秒

  　　5分00秒 　　　　　　　　1時間45分29秒

 　　　5分30秒 　　　　　　　　1時間56分02秒

  　　6分00秒 　　　　　　　　2時間06分35秒

  　　6分30秒 　　　　　　　　2時間17分08秒

  　　7分00秒 　　　　　　　　2時間27分41秒
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下記の対象者はRUN as ONE - Tokyo Marathon 2019のランナー
として選出し、東京マラソン2019の出走権を付与します。

①ハーフマラソン　男女総合1位～3位……計6名
②年代別男女各1位……計10名
　19歳～29歳、30歳～39歳、40歳～49歳、50歳～59歳、60歳～
③抽選……計10名

合計26名

大 会 注 意 事 項

記　録
大会当日は、「ランナーズアップデート」より5km
ごとのタイムをPC・スマートフォンで確認するこ
とができます。
下記URL、もしくはQRコードよりご確認ください。
　 http://update.runnet.jp/2018tokyotrial/
また、記録証は当日記録証に加え大会終了後5kmごと通過タイ
ム入り記録証をWEBダウンロード形式にて発行いたします。
後日記録証については、下記URLよりご確認ください。

　 https://runnet.jp/record/

Run as ONE - Tokyo Marathon 2019

※グロスタイムによる最上位者
※準エリートの条件を満たした場合は、「準エリート」として推薦しま
す。（ハーフ：男子 1時間21分以内、女子 1時間 45分以内）    

　 →準エリートは、日本陸上競技連盟（該当陸協）の登録が必要です。
※東京マラソン2019出走権があった場合は対象外とし、順次繰り
上げます。
※該当者複数の場合は年長者を優先します。
※当日、該当者がいない場合は、選出しない場合があります。
※選出された方は、当日「大会本部」にて手続きを行っていただき
ます。当日手続きを行わない方は、辞退とみなしますので、ご了
承ください。

(1) 主催者の責によらない事由で大会が中止となった場合、参加料の返金は一切行いません。
(2) 本大会は、国内の関連するすべての法令を遵守し実施されるものとします。
(3)大会参加に関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た上で参加してください。
(4) 公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催者は一切責任を負いません。
(5) 主催者の許諾なく広告目的で大会会場 ( コース上を含む ) に企業名・商品名などを意味する図案及び商標など広告的なもの
　を身につけたり表示することはできません。
(6) 主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行うことがあります。
(7) 上記の他、大会に関する事項については大会主催者の指示に従ってください。

競技注意事項

④競技前・競技中に体調が悪いと感じたら、無理をせず棄権す
るよう心がけてください。
⑤各折り返しで通過確認をいたします。通過が確認できない場
合は、記録が無効になる場合があります。 
⑥大会運営上、下記収容関門を設置します。通過できないラン
ナー、または収容関門以外で著しく競技に遅れたランナー
は、速やかに競技を中止し競技役員の指示に従ってください。

※ナンバーカードは、必ずウェアの前後に競技役員から見える
よう安全ピンでつけてください。雨具を着用する場合も、ナ
ンバーカードが一番上になるように付けてください。 
※計時チップをつけていなかった場合は、計測不能のため失格
となります。

 距　離   経過時間 　閉鎖時間
 6.9km   1時間00分 　  11：00
 14.1km   2時間00分 　  12：00
 17.7km   2時間30分 　  12：30

当選人数 ：10名
対象 ：本大会の完走者
方法 ：抽選参加希望の方は、完走後にナンバーカードの抽選

券を切り取り、フィニッシュ付近またはステージにある
抽選箱に投函ください。

　　　　　※当日13時00分まで、厳守。
結果発表 ：13時05分より、ステージにて抽選会を行いますので、参

加希望の方は必ずステージ付近にお集まりください。
　　　　　※抽選結果発表時（司会より宣言された際）に抽選会
　　　　　場にいない方は、辞退とみなし、次の方を抽選いた
　　　　　します。

【③抽選について】

【選出についての注意事項】

給　水
大会会場（1ヶ所）とコース上4ヶ所（計8回）に給水所を設置し
ます。スタート前・レース中はこまめに給水を行ってください。

①コース上は一般の自転車や歩行者が通る可能性があります 。
　走路は道路左側を走ってください。 
②コース上では段差や狭くなる箇所があります。注意して走行
してください。
③トイレは所定の場所にてお願いいたします。  

「フィニッシュしてから抽選会までのあいだの空腹を満たした
い」のご要望にお応えするべく、タコライス、牛ハラミ焼肉丼、
ケバブ丼など（予定）丼物メニューを中心に提供するキッチン
カーが会場に来ます。是非ご賞味ください！

飲食ブース



コースマップ


