
■主催／伊勢原市、伊勢原市教育委員会　■実施主体／大山登山マラソン大会実行委員会 スポーツ振興くじ助成事業

第37回37th37th

大山がミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに掲載!!
大山
大山阿夫利神社からの眺望

紹介のみ 大山阿夫利神社、大山寺

（1つ星）

（2つ星）
この景観を
ぜひお楽しみ
ください！

※画像は昨年のものです

参加者全員に
オリジナルバッグを
プレゼント!!

大島 めぐみさん 加納 由理さん 赤羽 有紀子さん 福士 加代子さん 重友 梨佐さん道端カレンさん

［お申し込みはインターネット・携帯サイトから］

［大会ホームページからもお申し込みが可能です！］

https://runnet.jp/

http://oyama-tozan-marathon.jp/

［申込締切］
2021年12月19日㈰

神奈川県伊勢原市神奈川県伊勢原市
伊勢原駅北口～
大山阿夫利神社下社 9.0ｋｍ
伊勢原駅北口～
大山阿夫利神社下社 9.0ｋｍ

※主催者は参加者の着替等の
　運搬はいたしません。会 　 場

コ ー ス
2021年12月1日㈬ エントリー開始

★ 
★★ 

2022年3月13日（日）開 催 日

心臓破りの

コースにチ
ャレンジ！！

標高差650m
1,610段の石段

ゲ
ス
ト
ラ
ン
ナ
ー

●新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開催します。
●今回は、神奈川県在住者限定とします。

江戸時代の庶民の楽しみ、大山詣。

ゴールの大山阿夫利神社からは相模湾、三

浦半島、東京湾、房総半島がくっきり見わ

たせます。江戸時代の庶民になった気持ち

で楽しみました。　　　　　　　 　（hiro）

3回目の参加です。

短い距離だけど、きつい坂道とラストの登山

道は中毒性ありです。気合いの入ったラン

ナーばかりなので刺激をもらえます。

来年もよろしくお願いします。　 （はっさく）

坂の後半はくじけそうになったけど、ゴールからの眺望を目にしてまたチャレンジしたくなりました。駅からのアクセスもよく、都心からもストレスなく参加できるよい大会だと思います。　　　　　　　　　　　（たっく）
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●健康確認会場
●開会式会場 案内図

健康確認会場

健康確認会場

健康確認会場への移動、
開会式会場への移動の
際は、交通ルールを遵守
して下さい。

新東名高速道路

伊勢原大山 I・C

伊勢原JCT

伊勢原大山

厚木南

県道63号10分
伊勢原
JCT

至 
厚木南
I・C



開 催 日

会  　場

コ ー ス

受　　付

時　　間

表　　彰

参 加 料

参加資格

定　　員

部　　門

申込受付

2022年 3 月 13日 ( 日 )　※雨天決行
①日産テクニカルセンター伊勢原バスターミナル（健康確認会場）
　健康確認時刻は、部門ごとに次のとおりとします。（時間厳守）
②伊勢原小学校グラウンド（開会式会場・選手待機場所・大会本部等）
　上記、健康確認を済ませた方のみ入場を認めます。

伊勢原駅北口（一の鳥居前） ～ 大山阿夫利神社下社 9.0km

日産テクニカルセンター伊勢原バスターミナルにて健康確認後に受付します。
受付時刻（時間厳守）は、部門ごとに次のとおりとします。
・男子50歳代・男子60歳以上 …………………… 午前8時00分～午前 8時40分
・男子40歳代・女子39歳以下・女子40歳以上… 午前8時40分～午前 9時20分
・男子29歳以下・男子30歳代…………………… 午前9時20分～午前10時00分

開会式   9:00 ～ 9:20（予定）
スタート 10:00（男子50歳代・男子60歳以上）

10:30（男子40歳代・女子39歳以下･女子40歳以上）
11:00（男子29歳以下･男子30歳代）

表彰式 各部門ごと順次

◎各部門とも上位6位まで賞状・記念品を授与します。
◎参加者全員に参加賞を差し上げます。
◎完走者全員に完走証を発行します。（ウェブのみ）

7,000円（コース復路交通費含む）

競技規定

注意事項

2006年4月1日以前に生まれた、健康で体力に自信のある方。神奈川県在住者。
※20歳未満の参加者は、保護者の承諾を受けていること。

1,500人

2021年 12月 1 日（水）から先着順
※期限前でも定員になり次第締め切ります。

大山登山マラソン大会実行委員会事務局 〒259-1188 伊勢原市田中348番地伊勢原市保健福祉部スポーツ課内

TEL.0463-94-4628 【月～金 /8：30～17:00】     ※祝日および 12/29～1/3休業

◎ 申し込みに関する注意事項 ◎

※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。
（インターネットエントリー）

大会ホームページ http://oyama-tozan-marathon.jp/
https://runnet.jp/ ※ RUNNET への会員登録 ( 無料）が必要です。

大会開催要項（抜粋）
〈主　　催〉伊勢原市、伊勢原市教育委員会
〈実施主体〉大山登山マラソン大会実行委員会
〈後　　援〉伊勢原市スポーツ協会、伊勢原市陸上競技協会、伊勢原市スポーツ推進委員協議会、伊勢原市スポーツ少年団、地区（学区）体力づくり振興会、神奈川新聞社
〈特別協賛〉（株）アマダ

男子 29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上
女子 39歳以下 40歳以上

申 込 期 間 参加料払込 2月中旬 大 会 当 日

ランネットから
の参加料入金方
法のご案内によ
り、締切日まで
に参加料をお支
払いください。

申込スケジュール　

申込方法

申込受付は先着順となります

申込締切日 2021年12月19日㈰

パソコンまたはスマートフォンから下記のURLにアクセスし、大会エントリー
ページの指示に従ってお申し込みください。支払方法は、お申し込みの際に
お選びいただけます（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。

※エントリー手数料　4,001円以上5.5%（税込）

①警察官または競技役員の指示に従って走行してください。また救
急車両等の通過に伴い競技を一時中断する場合があります。

②競技役員は競技続行不可能と判断した走者に競技を中止させるこ
とがあります。

③伴走及びこれに類する行為は禁止します。
④スタートから1km地点である国道246号の横断については、各発

走組の先頭が当該交差点に進入後、概ね5分以内に通過できない選
手にあっては、交差点手前で一旦停止させる場合があります。
（交通事情への考慮のため）

⑤フィニッシュ地点の制限時間は90分とします。
⑥震度5弱以上の地震発生及び予知が発令された際は、競技を中止し

ます。
⑦競技規則は2021年度日本陸上競技連盟規則に準拠します。
⑧新型コロナウイルス感染症に係る競技規定は「ガイドライン」に

準拠します。

③各自の責任において健康管理を行い、予め医師の診断を受け、当日
コンディションが優れない場合は、出場を見合わせてください。

④競技中に体調が悪くなった場合は、最寄りの競技役員に申し出てく
ださい。

⑤貴重品のみ、本部でお預かりします。その他の手荷物等について各
自の責任において管理してください。主催者は盗難、紛失等の責
任を一切負いません。

⑥新型コロナウイルス感染症に係る注意事項は、「ガイドライン」に
準拠します。

①主催者は、参加選手の着替等の運搬はいたしません。（フィニッシ
ュ地点にて着替等が必要な方は、参加賞のオリジナルバッグを受
付時にお渡ししますので、各自の責任において運搬をお願いいた
します。）

②大山付近の駐車場には限りがあります。ランナー支援の方々が、フ
ィニッシュ地点へ向かわれる際は、バスやタクシーなどをご利用く
ださい。

早春の「大山路」にチャレンジ!

古くは「万葉集」の東歌にもうたわれた。 秀麗な姿の大山
「大山詣り」は日本遺産に認定されています。大山阿夫利神社からは、関東一円が望めます。
    フィニッシュした人にしかわからない爽快感を、ぜひ、あなたも味わってください。

おおやままい

日本屈指の
過酷なコース

Point
1

大山街道をひたすら登る標高
差650m、片道9.0kmのワン
ウェイコース。7km付近から
フィニッシュまでは、参道か
ら女坂へと続く1,610段の石段

が待ちかまえています。

新型コロナ
ウイルス

感染症について

Point
2 記録計測は

だから安心
ランナーズチップ

Point
3

お帰りの
サービスも充実！！

Point
5

フィニッシュ地点から伊勢原
駅までのケーブルカー及びバ
スには、ナンバーカードを駅
員・運転員に提示することに
より、無料で乗車できます。

参加賞は
大会オリジナル

バッグ

Point
4

※画像は
　前回のものです

参加賞がバッグと
いうのは、この大
会ならではのもの。

新型コロナウイルス感染症に
ついては、大会HPに「新型コ
ロナウイルス感染症対策ガイ
ドライン※」を掲載いたします。
申込規約等と併せてご承認
いただいた上で申し込み

をしてください。

タイム計測を正確に行うために、
ランナーズチップを導入してお
ります。必ずシューズの紐に装
着してください。ネットタイム

計測を実施します。 

大会
ホームページで

最新情報をお知らせ

Point
6

見やすく、わかりやすく、使
いやすく！参加者の皆さまに
大会当日までどんどん新しい
情報発信を行います。

http://oyama-tozan-marathon.jp/

大会に関する
お問い合わせ先

ランネット
（インターネットサイト）

での申し込み

12月1日㈬～
12月19日㈰

事前に配布したナン
バーカードとＲＣチ
ップを持参ください。
体調チェックシート
の確認画面と併せて
ご提示下さい。

⑴先着順で定員になり次第期限前でも締め切ります。
⑵現金書留、郵便小為替、現金持参、振替用紙の申し込みは受付できません。
⑶入金後の取り消し、不参加及び荒天での中止の場合についての参加料

は返金いたしません。
⑷申し込み後の種目変更はできません。
⑸申込者本人以外の出場は認められません。不正出場は失格となります。
⑹参加通知書を２月中旬に発送いたします。大会直前になってもお手元

に届かない場合は、大会事務局へご連絡ください。

◎ 申 込 規 約 ◎
⒈主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を

負いません。
⒉申し込み後の種目変更、キャンセルはできません。
⒊年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出走）は認めません。そ

の場合出場が取り消されます。
⒋前記2・3、または過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
⒌地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による中止の場合、参加料の返金は

一切行いません。
⒍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。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加しま
す。

⒎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。

⒏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。

⒐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。

10.大会中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等
への掲載権は主催者に属します。

1⒈主催者は、個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取り扱います。
1⒉新型コロナウイルス感染症に係る申込規約は、「ガイドライン」に準拠します。
1⒊主催者は、前記の申込規約のほか、大会要項に則って開催します。

◎ 個人情報の取り扱いについて ◎
1.主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法

令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。
2.参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、

次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービス提供、記録発表
（ランキング等）に利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申込
内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。

3.新型コロナウイルス感染症に係る個人情報の取り扱いは、「ガイドライン」に
準拠します。

2週間前

ランネットの
Myページより、
体調チェック
シートに入力
ください。

本大会は、新型コロナウイルス感染症予防対策として、「体調チェックシート」の提出をお願いして
おります。ご自身の体調をご確認いただき、ご来場ください。 尚、1 つでも異常のある方、当日の体
温が 37.5℃以上の方は、参加できませんのでご了承ください。   

RUNNET上で体調チェックの上、会場の検温エリアで結果画面をご提示ください。
※会場にご入場の際は、すべての方の検温および体調チェックを行います。  

スマートフォンにて
RUNNETにログイ
ン。マイページ上の
「イベント参加・
チェックシート」を
選択してください。

大会当日の日付を確
認し、イベント参加
体調チェックシート
の設問に答えてくだ
さい。大会２週間前
～当日までの入力が
必要です。

検温チェックエリア
にて、画面の提示を
お願いします。

大会当日を含む２週
間の体調チェックで
該当症状がある場合、
画面が表示されます。

STEP１

Ｍｙページから
体調チェック
を選択

STEP2

体調チェックを
行う

STEP3
チェック画面を
会場で提示

※画面はイメージとなります。

会員登録（無料）が必要です

エントリーさ
れた方に参加
通知書、ナン
バーカード、
RCチップを送
付します。

体調チェックシートに関して新型コロナウイルス感染症についての

※以下、ガイドラインと言う


