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事務局からのお知らせ     ※必ずお読みください 

 

このたびは、第 70 回記念別府大分毎日マラソン大会にエントリーしていただき、あ

りがとうございます。この冊子は、大会に参加していただくための必要事項を記してお

ります。大会に出発される前に熟読をお願いいたします。この冊子は、新型コロナウイ

ルスの感染状況に応じて随時、更新して参りますので、ご注意のほど、よろしくお願い

いたします。 

第 70 回記念別府大分毎日マラソン大会は、日本陸上競技連盟が示した競技再開につ

いてのガイダンスに従い、大会独自の新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを策

定し、その対策に基づいて開催します。参加する選手の皆さまには、同ガイドラインに

同意した上でエントリー、ご参加となりますので、ご了承ください。 

 

また、本大会では「ワクチン・検査パッケージ」を活用することとしました。ご参加

いただくランナーの皆さまには、大会当日のランナー受付において「ワクチン接種証明

書」もしくは「PCR 検査陰性証明書」、「抗原検査陰性証明書」のいずれか一つを提示

していただきます。これらの証明書をご提示いただけない場合、大会に参加できません

のでご注意ください。 

※なお手続きの内容については、政府・行政機関からの通達や新型コロナウイルスの

感染状況によって変更することがあります。随時、大会ホームページ（HP）でお

知らせいたします。 

※詳細は、大会 HP に掲載している「第 70 回記念別府大分毎日マラソン大会新型コ

ロナウイルス感染症対策ガイドライン」、また「『ワクチン・検査パッケージ』の活

用について」をご参照ください。 

 

■事前郵送物について  

新型コロナウイルス感染症対策として、今大会ではアスリートビブス（ナンバーカー

ド）、チップ、ID カード、プログラム、参加賞の T シャツなどはすべて事前に郵送い

たしました。内容物の確認をお願いします。 

 

・アスリートビブス 

・チップ 

・荷物輸送袋 



2 

 

・輸送袋用のナンバーシール 

・ID カード 

・プログラム 

・参加賞の Tシャツ 

・スペシャルドリンク用シール（カテゴリー１の方のみ） 

・協賛社からのお知らせ 

 

※ビブスやチップ、ID カードなどの再発行は原則、行いませんので、くれぐれも持

参の確認をお願いいたします。 

※参加必要物品は１月 24 日の週から順次、発送していきます。１月 31日までには参

加者全員にお届けする予定です。引っ越しなどの理由で、エントリー時の住所から

変更した場合、お手数ですが郵便局へ転居届を出す手続きを行ってください。 

※住所の変更などで送付物が事務局に戻ってきた場合、大会当日の総合案内でお渡し

します。送付物が戻ってきた方には、事務局からメールや電話などで連絡をします

ので、よろしくお願いいたします。 

 

 

■当日のタイムスケジュール 

▽７：30～10：30 大分駅発、別府北浜発うみたまご行きシャトルバス運行 

▽８：00～11：00 うみたまごでランナー受付 

※体調管理チェックゾーンで検温、体調管理チェック、ワクチン証明書提示など 

▽10：00～10：30 スペシャルドリンク受付＝おさる館２Ｆ入口 

▽11：00～11：35 荷物預け（A～D ゾーンごとに自衛隊運搬車両トラックへ） 

▽11：35～11：45 プレラインアップ 

■うみたまご側：招待選手、カテゴリー１・２・３男女、IPC選手（A、B ゾーン） 

■高崎山側：カテゴリー３・４男女（C、D ゾーン） 

※ラインアップは厳守してください（ラインアップ表は後ページに掲載） 

▽11：50～11：55 スタート地点へ移動（うみたまご側～高崎山側） 

▽12：00     スタート 

▽17：20～    表彰式（レンブラントホテル大分） 

※１～３位、新人賞、池中杯受賞者、MGC チケット獲得者は全員出席してください。 
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■大会受付（検温と体調管理チェックを行います） 

 

▽受付時間：2022 年２月６日（日）午前８時～午前 11 時 

※時間厳守をお願いします。 

 

▽受付場所：うみたまご A ゾーン（第１駐車場）の別府側テントに体調管理チ

ェックゾーン 

 

▽掲示物 

・アスリートビブス 

・新型コロナワクチン接種証明もしくは陰性証明 

・体調管理チェックの端末画面 

 

■未入力、提示の拒否、体調の異常、体温 37.5度以上の方は参加できません 

体調管理に未入力があったり、体調管理の提示を拒否されたり、異常がある場合、ま

た検温で 37.５度以上の熱がある方は、医師の問診を受けていただきます。問診と複数

回の腋窩検温で 37.５度以上の熱がある場合は、出場できませんのでご了承ください。 
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■体調管理アプリ 

体調管理チェックは、事前にメールでお送りする URL からスマートフォンなどの端

末を使って別府大分毎日マラソン大会専用の RUN PASSPORT 参加票発行サービス画

面に入り、行います。チェック期間は大会１週間前の 2022 年１月 29 日から大会当日

と、大会後の２週間です。 

端末上の体調管理チェックの最終ページまで入力し、「○」＝写真㊧＝が表示された

画面を係員に示してください。未入力があった場合や当日以前の項目に異常があるなど

した場合は「！」＝写真㊨＝が出ますので、係員が確認します。 

 

 

 

 

 

■受付終了 

「○」の人は非接触型体温計で手首の温度を測りますので、37.５度以上でなければ

テント奥で体調管理が終わったこ

とを示すリストバンドを配布しま

すので、必ず手首に着用してくだ

さい。リストバンド＝写真はイメ

ージ＝がなければスタートライン

アップエリアに入ることができま

せん。 
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■シャトルバスの運行  

１．大会当日は、午前７時 30 分から 10 時 30 分まで、大分駅発―うみたまご行きと

別府北浜公園出発―うみたまご行きのシャトルバスを運行します。 

 

２．シャトルバスの乗車に向けた混雑を避けるためにも、アスリートビブス（旧ナン

バーカード）の番号ごとに乗車時間を設定するシャトルバスナンバー指定制を採

用します。詳しい乗車時間は、別表の通りです。 

※原則、指定されたバスに乗車するよう、ご協力をお願いいたします。 

各自のコンディションやスケジュールに応じてのバスの変更は、事務局に届け

なくとも可能であり、当日、整列順にどのバスに乗車することもできます。しか

し、乗車時間が遅くなればなるほど、スタート地点会場（うみたまご）での受付

（午前８時～11 時）が遅れることになりますので、ご協力、ご理解のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

 

３．大会当日、大分駅、別府北浜公園からのシャトルバスへの乗車には「ＩＤカード」

が必要です。 

※シャトルバスは選手専用です。介助者を除く応援の方は乗車できません。 

 

４．大会終了後、フィニッシュ地点の市営陸上競技場から大分駅―別府北浜公園―別

府駅を巡回するシャトルバスを運行しますのでご利用ください。 

 

５．市営陸上競技場の南門側からは、大分空港への直行バスが出ます。事前予約が必

要ですので、大会 HP の「JTB」バナーから JTBに予約をお願いします。 

 

 

■大分市営陸上競技場に選手用駐車場はありません 

例年、フィニッシュ地点の大分市営陸上競技場横に選手専用駐車場を設けていまし

たが、コロナ禍における三密の回避のためにテントを増設するため、今回は駐車場を

設けません。ご理解ください。 
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■バスの運行時間と乗車ナンバー 

※原則、指定されたバスをご利用していただきますよう、お願いします。 

 

▽大分駅（要町バス駐車場）       ▽別府北浜（北浜公園横） 

①７：30＝カテ４（3640～3999）     ①７：30＝カテ４（4060～4159） 

②７：40＝カテ４（3410～3639）     ②７：40＝カテ４（3940～4059） 

③７：50＝カテ４（3200～3409）     ③７：50＝カテ４（3820～3939） 

④８：00＝カテ４（3000～3199）     ④８：00＝カテ４（3610～3819） 

⑤８：10＝カテ４（2799～2849）     ⑤８：10＝カテ４（3500～3609） 

⑥８：20＝カテ４（2600～2800）     ⑥８：20＝カテ４（3390～3499） 

⑦８：30＝カテ３（2140～2359）     ⑦８：30＝カテ４（3000～3389） 

⑧８：40＝カテ２（1600～1709）     ⑧８：40＝カテ４（2600～2999） 

＝カテ３（1800～1929） 

⑨８：50＝カテ２（1400～1599）     ⑨８：50＝カテ３（2220～2529） 

⑩９：00＝カテ２（1200～1399）     ⑩９：00＝カテ２（1470～1706） 

＝カテ３（1800～1899） 

⑪９：10＝カテ２（ 950～1199）     ⑪９：10＝カテ２（1150～1469） 

⑫９：20＝カテ２（ 692～ 949）     ⑫９：20＝カテ２（ 570～ 869） 

⑬９：30＝カテ１（ 111～ 323）     ⑬９：30＝カテ１（ 101～ 329） 

＝カテ２（ 400～ 569） 

⑭９：40＝カテ２（ 400～ 689）     ⑭９：40＝カテ２（ 870～1149） 

⑮９：50＝カテ３（1930～2139）     ⑮９：50＝カテ３（1900～2219） 

⑯10：00＝カテ３（2360～2529）     ⑯10：00＝カテ４（4163～4269） 

⑰10：10＝カテ４（4000～4229）     ⑰10：10＝カテ４（4270～4399） 

⑱10：20＝カテ４（4230～4469）     ⑱10：20＝カテ４（4400～4549） 

⑲10：30＝カテ４（4470～4608）     ⑲10：30＝カテ４（4450～4609） 
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■更衣ゾーンと荷物の運搬 

うみたまごは A、B、C、D の四つのゾーンからなり、ビブスナンバーごとにゾーン

を振り分けています。自分のゾーンで更衣をしていただきます。自分のゾーン以外は入

れませんので、ご注意ください。 

 

■A ゾーン（第１駐車場） 

▽おさる館＝カテゴリー１男子 （101～327）※自衛隊荷物運搬車① 

※招待・実業団選手は３F 

▽おさる館近くの更衣テント＝カテゴリー２男子 680人（400～1086）※運搬車②③ 

■B ゾーン（第２駐車場） 

▽更衣テント＝カテゴリー２男子 602人（1087～1707）※運搬車④⑤ 

▽更衣テント＝カテゴリー３男子 350人（1800～2171）※運搬車⑥ 

■C ゾーン（第３駐車場） 

▽女子更衣テント＝カテゴリー２～４の女子 266人（572～4552）※女子用運搬車⑦ 

▽更衣テント＝カテゴリー３男子 340人（2172～2526）※運搬車⑧ 

▽更衣テント＝カテゴリー４男子陸連登録 600 人（2600～3290）※運搬車⑨⑩ 

■D ゾーン（第４駐車場） 

▽更衣テント＝カテゴリー４男子陸連登録 327 人（3291～3688）※運搬車⑪ 

＝カテゴリー４男子陸連未登録 768 人（3800～4608）※運搬車⑫⑬⑭ 

※いずれのゾーンもスペースに限りがありますので、マナーを守り、お互いに譲り合っ

てご利用ください。 
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■各選手のエリアはビブスの左下にも記入しております。 

 

 

■荷物の運搬について（11：00～11：35） 

▽ランナーの荷物については、主催者がフィニッシュ地点の更衣室まで輸送します。

事前送付したランドリー袋（ビニール製）にビブスナンバーシールを確実にはり、

口をしっかり結んでください。ナンバー毎に割り当てられた自衛隊運搬車両（トラ

ック）に各自で積み込みをお願いします。 

※ゾーン、カテゴリー別に自衛隊運搬車両（トラック）を指定しますので、前述し

ている A～D ゾーンの車両ナンバー①～⑭を確認ください。 

※いったんトラックに積み込むと再び出すことはできません。 

※荷物は各自１個までです。ビニール袋に入らない荷物はお預かりできません。 

※貴重品については、各自で管理をお願いします。 
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■注意事項 

１．アスリートビブス（旧ナンバーカード）について 

▽原寸のまま確実に付けて下さい（折り曲げたり、切り取ったりしない）。 

▽ビブス裏面に、緊急連絡先や既往症、服用している医薬品などについての記載項目

を記しています。必ず記入の上、個人情報を含んでおりますので、各自で厳重に管

理してください。 

 

 

 

 

 

 

２．チップについて 

▽チップは、今回からシューズに

装着する形に変更しております。 

 

STEP① 

同封されているビニタイをシューズの靴

ひもに通した後に計測チップの穴に通し

ます。 

 

 

STEP② 

ビニタイの先をねじり計測チップが落ち

ないようにしっかりと固定してください。 

 

 

 

▽レース後、フィニッシュエリアの各カテゴリー別の更衣室・更衣テントにチップ返

却用の箱を設置しますので、必ず返却してください。 

▽途中棄権者は競技役員に返却してください。 
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※紛失した場合は、実費負担していただきます。 

▽レースに出場できない、しなかった方も、チップの返却が必要です。送付時に同封

している封筒に入れ、返却してください。 

 

３. スペシャルドリンクについて（カテゴリー１の競技者のみ受け付けます） 

▽スペシャルドリンクの受付時間は、おさる館２Ｆ入口で 10:00～10:30 です。 

※スペシャルドリンクの受付に間に合うように、指定されたシャトルバスに乗車し

てスタート地点にお越しください。 

※申請用のラベルシールは、アスリートビブスなどとともに事前に郵送します。 

※ラベルシールは、濡れても消えないように油性ペンで大きく記入してください。 

※スペシャルドリンクを利用できるランナー以外の選手には、スポーツドリンクを

準備しています。 

 

４．ドリンク等の携帯について 

▽水やスポーツドリンク、栄養補助食品などをランナー自身が携帯してスタートす

ることを認めます。ただし、レース途中で他人からの受け渡しはできません。 

※ゴミは給水所近くのゴミ箱に捨てるようにしてください。選手の自覚が問われま

す。ご協力をお願いします。 

 

５．シューズについて 

シューズは、日本陸連の競技規則「TR５．服装、競技用靴、アスリートビブス」

の規定による（https://www.jaaf.or.jp/about/resist/technical/shoes/）。 

5.13.3 靴底の最大の厚さは、以下の表に記載されたものでなければならない。 

■道路競技（競走、競歩）40 ㎜ 

※日本陸連「陸上競技ルールブック 2021」139ページ 

 

６．ユニフォームチェックについて 

▽ラインアップには、走る格好で集合してください。ユニフォームなどのチェックを

いたします。 

※日本陸連の「競技場内における広告・展示物等の規則について」に従うこと。 

（https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202103/05_155429.pdf） 

※違反した場合は、企業・チームロゴにテープをはって隠すなどの措置をとることも

https://www.jaaf.or.jp/about/resist/technical/shoes/
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あります。 

※イヤホンやスマートフォンなどの通信機器、装着型カメラなどの持ち込みは一切禁

止しております。万が一、競技役員もしくは事務局が、ラインアップやスタート地

点に持ち込んでいる選手を発見した場合は、機器を没収します。 

 

７．トイレについて 

▽トイレは、スタート・フィニッシュ地点、コース上（後ページ参照）に準備してい

ます。 

 

８．入賞者・表彰者について 

▽男子１～３位、女子１～３位、視覚障がい（IPC）の男女それぞれ１位～３位の

入賞者と一般男子は新人賞、池中杯の受賞者、また、MGC チケット獲得者は、17:20

からレンブラントホテル大分で行う表彰式に必ず出席をお願いいたします。 

表彰式へ出席するために宿泊が必要な方は、大会事務局へご連絡をお願いいたします 

 

９．温泉無料入浴券について 

▽別府市より選手の皆さまへ、市営温泉への無料入浴券を準備いたします。 

２月５日～７日までの３日間に限り、使用できます。 

※プログラム最終ページの「別府市営温泉無料入浴券」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■感染症対策の徹底をお願いします！ 
 

 

■お問い合わせ               

別府大分毎日マラソン大会事務局      

TEL：093-511-1119／ FAX：093-541-8239 

 

大分事務局                

TEL：097-558-1999／ FAX：097-558-1784 

 

URL：https://www.betsudai.com/inquiry/  

 

https://www.betsudai.com/inquiry/

