世田谷246オンラインハーフマラソン

世田谷246ハーフマラソンに
第16回

大会要項

優先出走できます!!

世田谷246オンラインハーフマラソン 令和3年11月6日（土）9:00～13日
（土）23:59まで

「世田谷246オンラインハーフマラソン」は、参加者が1つの会場に集まって同時にスタートするのではなく、
それぞれの場所からスタートし、オンラインでハーフマラソンの完走を目指すイベントです。
※先着申込となります。
種目・距離

競技種目

部門（対象）

※年齢は大会当日を基準日とします

①完走タイプ
18歳以上の健康な方（高校生を除く）

受付
制限
開催期間
時間
時間

オンライン
21.0975
―
ハーフ
km
マラソン
②累積タイプ
15歳以上の健康な方（中学生を除く）

申込から大会参加までの流れ
インターネット

《 大会公式ホームページ 》

https://www.se-sports.or.jp/246/

11月6日
9:00 ～
11月13日
23:59

―

参加料
（1）
2,000円 （2）
2,500円

定員
参加賞
（先着申込）

※
（2）
のうち500円は世田谷区新
型コロナウイルスをともに乗
1,500名
り越える寄附金へ充当いたし
ます。
（1）
または
（2）
を任意選
択となります。

ネック
ゲイター

開催日時

参加資格
・出場する部門に該当する健康な方で、その種目の制限時
間内で完走できる方（18歳未満は、保護者の同意が必要で
す）。
・本大会競技規則及び大会要項、申込規約に同意いただい
た方。
■

申込手数料不要

※エントリーの際は、スポーツエントリーへのメンバー登録
（無料）が必要となります。
※メンバー登録時にメールマガジン配信についてお伺いす
る 項 目がございますので、受 信 を 希 望しない 場 合 は
『メールマガジンを受けない』を選択してください。

・大会期間中にGPSウォッチ、又はランニングアプリで距
離とタイムを取得可能な方。

エントリー開始日：9月1日（水）
締 切： 9月30日（木）

・本大会はタイムを競う大会ではありません。ご自身の体力及び体
調に合わせて、無理のない状況で走行してください。
・信号に従う等、道路交通法をはじめとする各種法令を遵守してくだ
さい。休憩や赤信号等での途中ストップは問題ありません。
・公園等を走る場合には、公園が示すルールを守ってください。

・新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、多人数が集まるとこ
ろや繁華街など人が密集している場所を走ることや集団での走行
は控えてください。

・複数人で走る場合は、十分間隔を空ける等の配慮をお願いします。
・車や人通りの多い時間帯をさける等、安全面に配慮して実施して
ください。また、明るい時間帯に実施し、やむを得ず夜間に実施す
る場合は、夜光反射材やライトを着用又は、点灯する等交通事故
の未然防止に努めてください。

・一般の交通を妨げる等周囲の迷惑となる行為はしないでください。
・走行距離及びペース等から、明らかな不正が確認された場合は失
格とし、参加料の返金は行いません。

世田谷246オンラインハーフマラソン申込規約

・地震、風水害、降雪、事件、事故、疫病、感染症等による開催縮小、
中止、参加料返金の有無、額、方法等については主催者が判断し、
決定します。
・自己都合による申込後の変更、キャンセル、権利譲渡、名義変更は
できません。また、主催者の責に帰さない事由によるエントリー
料金等の払戻しは認められません。
・18歳未満の方は、必ず保護者の同意を得て申込みしてください。

・郵送事情、インターネット機器、回線の不具合等による申込みや
入金の遅れ及びアプリの不具合等による計測漏れについて、主催
者は責任を負いません。
・ご利用の端末機、OS、ブラウザソフトによって申込みできないこ
とがあります。

・本イベント中の映像、写真、記事、参加者の氏名、年齢、住所（都道
府県名または市区町村名）、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インター
ネット等の掲載権と肖像権は主催者に属します。

定
内

員：先着200名

容：第16回世田谷246ハーフマラソン出走権
（タイムトライアル（800m／1600m）は対象
外です）

・主催者は、本イベント中の傷病や紛失、事故等において一切の責
任を負いません。

・本イベントにおいては、主催者による傷害保険は適用されません。
保険の加入については、必要に応じて、個人で申込みください。
・本イベントは関連するすべての法律を遵守し、実施されるものと
します。

・オンラインハーフマラソンについては氏名、所属、タイムを公表
します。このこと以外の個人情報は「個人情報の取扱いについて」
のとおり取り扱います。
・主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護に関する法律
及び関連法令等を厳守し、
「個人情報の取扱いについて」に基づい
て取り扱います。

そ の 他：

①ハーフマラソン出走には、別途エントリー及び参加費
（5,500円）
が必要となります。
※エントリー方法は、寄附金受領後、別途ご案内します。
②寄附申込み後は、新型コロナウイルス感染症により大会
が中止した場合等含め、いかなる場合にも寄附金の返金
は行いませんが、出走権については次回大会に繰り越し
させていただきます。

③申込みは、お一人様5口
（5人分の出走権）
までとなります。
ふるさと納税（寄附金控除）について

令和3年11月14日（日）
8時30分～

駒沢オリンピック公園陸上競技場
スタート・フィニッシュ
18歳以上（高校生を除く）
で
制限時間以内に完走できる方

ふるさと納税対象

優先出走枠の詳細

募集対象：個人および法人、団体

参加ルールおよび注意事項

・記録の申請（ファイルアップ）を行う際に、距離が不足している、
日付が確認できない、期間外の日付等の不備がある場合は無効と
なり完走者とみなされませんので、ご注意ください。

参加資格

令和3年9月15日（水）まで

※最終支払い期日は9月30日（木）となります

・開催期間内にハーフマラソン（21.0975km）を部門に合わせて走行
してください。

会場

募集期間：令和3年7月1日
（木）から

参加料入金期限：エントリー後7日の間に支払い
※参加案内については、10月下旬を目処にお知らせ致します。

先着200名

この寄附金は、ふるさと納税として、税金の控除対象となります
（個人のみが対象。一定の上限があります）
。法人の場合は、寄附金
の全額を損金算入することができます。

住民税等の控除対象となります。
寄附金は、スポーツ施設の整備やスポーツ・レクリエー
ション活動への支援等に活用します。

寄附の申込方法について

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」の専
用ページにて受付をしています。
ＱＲコードから専用ページへ
アクセスしてください。

ふるさとチョイス 世田谷246ハーフマラソン

検索

「ふるさと納税ワンストップ特例」について

ふるさと納税ワンストップ特例とは、寄附先の自治体が寄附をさ
れた方に代わって、お住まいの自治体に申告書類を送付し、所得
税と住民税の寄附金税額控除分を住民税から控除する制度です。
対象となる方については条件がございます。

ご不明な点については、下記問合せ先へご連絡ください。
問合先：せたがやコール 電話:03-5432-3333 FAX:03-5432-3100
お申込に関するお問合せ、
募集パンフレット・専用郵便振替用紙の請求

大会に関するお問合せ

世田谷246ハーフマラソン エントリー事務局
〒880-8691 宮崎中央郵便局私書箱33 スポーツエントリー内
☎ 0120-711-951〈平日10:00～17:30
（土・日・祝除く）〉
世田谷246ハーフマラソン 実行委員会事務局
〒157-0074 東京都世田谷区大蔵4－6－1
（公財）世田谷区スポーツ振興財団内
☎ 03-3749-1090〈平日9:00～17:00
（土・日・祝除く）〉

新型コロナウイルス感染症等の影響により、
大会を中止または内容を
変更する場合があります。
詳細は大会HPをご確認ください。

第16回 世田谷246ハーフマラソン

募集要項

世田谷246ハーフマラソン・タイムトライアル

※年齢は大会当日を基準日とします

■

参加資格

②親子（小学生）

1600m ③小学5〜中学3年生

130分
8:30 途中関門
あり

※申込数に応じて学年
毎にレース編成をし
ますので、スタート
時間・受付時間等の
詳細は、参加決定時
にお知らせいたしま
す。

・タイム計測はナンバーカード（事前に郵送）に取り付けられた
計測タグにて行います。

・ハーフマラソンはグロスタイム（スタート号砲からのタイム）
で計測し、順位を判定します。
また、参考記録としてネットタイム（ 各人のスタート地点から
のタイム）も計測します。
■

競技規則

・2021年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会要項に準じます。
・ハーフマラソンは日本陸連公認競技会
（予定）
として行われます。

記

・氏名、年齢、性別、国籍、居住地、記録等の虚偽申告、同一人物による
同一種目への重複申込、申込本人以外出場等の不正行為が発覚した場
合は落選及び失格とし、参加料等の返金もいたしません。
また今後の本大会への出場はできません。

・18歳未満の方は、保護者の同意を得たうえで参加申込みをしてく
ださい。

・所属について、広告及び宣伝を目的とした名称や公序良俗に反する
名称等で主催者が適切でないと判断したものは削除します。なお、7
文字を超える名称を記入した場合、短縮や省略します。
・自己の都合によるお申込み内容の変更やキャンセルはできません。

・郵便事情、インターネット機器及び回線の不具合等による申込み
の遅れ等について、主催者は一切の責任を負いません。

参加賞

各部門1～3位
大会
1,400名
メダル贈呈
オリジナル
（うち200名
各部門1～6位
Tシャツ
は寄附金枠）
賞状贈呈
WEB上で
各自記録
証をダウ
ンロード
330名

―

ハンドタオル

関門（ハーフマラソン）

・交通、警備、競技運営上、5か所の関門を設け、各関門に閉鎖時
間を設定します。

・閉鎖時間に関門を通過していないランナーは、その時点で失格
となり、収容車に乗車する等の方法により競技を中止していた
だきます。
・関門閉鎖時間は、スタート号砲からのタイムにより計時します。

・関門以外においても著しく遅れた場合等、競技の続行が不可能
と競技役員や医務員、救護スタッフが判断した場合には失格と
なり、収容車に乗車していただきます。
関

場

門

所

第1関門

用賀一丁目 二子玉川駅
交差点付近
付近

3.1km
付近
8:53
閉鎖時間
（23分）
距

離

第2関門

4.9km
付近
9:02
（32分）

第3関門
兵庫橋
付近

12.5km
付近
9:47
（77分）

第4関門

第5関門

等々力不動前 等々力六丁目
付近
信号付近

世田谷246ハーフマラソン・タイムトライアル（800ｍ/1600ｍ） 申込規約

・新型コロナウイルス感染症の影響とは関連しない、荒天、地震、風
水害、事件、事故等による大会中止の場合において、一度お支払い
いただいた申込手数料、払込手数料、参加料については、理由の如
何を問わず、返金いたしません。

録

15.7km
17.5km
付近
付近
10:05
10:16
（95分） （106分）

❷世田谷区内の一部施設でも配布（数に限りがございます）

世田谷区スポーツ推進課（世田谷区役所第1庁舎）、
配布場所
（公財）世田谷区スポーツ振興財団

二子玉川
緑地運動場

メールにて通知

※スポーツエントリーのマイページ＜エントリー状況確認＞でも確認できます。

国道246号線

郵送にて通知

参加料入金期限：９月9日
（木）
参加案内発送：10月25日
（月）

大会当日
（ランナー受付 ）：11月14日
（日）
新型コロナウイルス感染症に関する注意事項

・（公財）日本陸上競技連盟における『ロードレース再開についてのガイ
ダンス』等に準じた対策を定めており、入退場時における体温測定お
よび手指消毒、各種目出場時以外のマスク着用、その他、主催者が定
めた事項を厳守していただくようお願い致します。
・受付時に「健康申告書」および体調管理チェック表（大会当日の14日前
より）を提出いただかないと出場できません。また、医師の診断により
出場を見合わせていただく場合があります。大会終了後14日間につい
ても各自で体調管理チェックを行っていただきます。

・新型コロナウイルス感染症等の影響により、大会を中止する場合がご
ざいます。その場合の参加費（寄附金は除く）については、その時点に
おいてすでに大会の準備等に掛かった経費を差し引いた額を返金い
たします。

・ハーフマラソンの部への参加者に対しては、今後の感染状況により、
新型コロナウイルス感染症の可能性を確認する事前検査の実施をお
願いする場合がございます。また、検査費用については、参加者に負
担していただくことになります。詳細については、別途お知らせいた
します。
・大会主催者はすべての関係者の感染に対するいかなる責任も負いま
せん。なお、主催者において大会当日、傷害事故、疾病事故に対する保
険（見舞金補償制度）に加入いたしますが、疫病（新型コロナウイルス
感染症など）は対象外となります。

その他の注意事項

・ハーフマラソンは無料の荷物預り所
（貴重品を除く）
、タイムトライア
・競技中に異常が感じられた場合は、速やかに競技を中止してください。
ル
（800m/1600m）は荷物置き場
（貴重品を除く）を用意いたしますので、
また、競技役員や医務員、救護スタッフ等から中止を命じられた場合、
各自で責任を持って管理してください。
直ちに競技を中止してください。

・大会出場中の映像、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・使用権は主催者に属します。

・緊急車両が走行する場合は、レースを一時中断することがあります。

・主催者は大会開催中に傷病者が発生した場合、応急処置を行います。
その方法、経過等について、主催者は一切責任を負いません。
・大会開催中の事故、傷病、紛失、盗難等に関し、主催者は一切責任
を負いません。
・ハーフマラソンに陸連登録者の部で出場される方は、大会申込前に
必ず登録をし、正確な登録情報で申込みください。

・ハーフマラソンに出場する参加者につきましては氏名、所属をプロ
グラムへ掲載します。また、ハーフマラソンについては氏名、所属、
タイムを公表します。このこと以外の個人情報は「個人情報の取扱
いについて」
のとおり取り扱います。

・警察官及び競技役員等の指示を受けた場合は、その指示に従ってくださ
い。

・大会協賛企業が大会の様子の写真展を開催することがあります。また、
大会協賛企業の主催事業のご案内をお送りすることもあります。予め
ご了承ください。

・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。
・一般の歩行者等に対し、ランナー走行中であっても、警察官及びコー
ス審判員の判断によりコースを横断させる場合があります。その際は、 ・大会にはランニングに適した、ふさわしい服装でご参加ください。
コース横断者等の安全を確保するため、走行コースを譲っていただく
（仮装等での出場はできません）
ようご理解とご協力をお願いいたします。
・ハーフマラソンに参加する日本陸上競技連盟登録競技者の方は、陸連
・医師の健康診断を受けるとともに、健康に留意し、十分なトレーニン
登録者の部から出場してください。
グをしたうえで自己の責任において本大会に参加してください。
・ハーフマラソンにおける車いすでの走行は、コース幅・形状の関係で
・大会開催中の事故及び傷病への補償は、主催者が加入する保険の範囲
内で対応いたします。

ご遠慮いただいております。

・視覚障害等のある方で単独走行が困難な方は、伴走者を1人つけるこ
とができます。事前にお申し出ください。（盲導犬の伴走不可）

兵庫島公園
兵庫橋

二子玉川駅

※ 大会当日は、会場（駒沢オリンピッ
ク公園）を中心に、周辺道路で交通
規制を行います。これに伴い、路線
バスの一部で運休や行き先の変更
が生じます。恐れ入りますが、会場
へは、東急田園都市線「駒沢大学」
駅をご利用ください。
※ お車での来場はご遠慮ください。

川

多

摩

駒沢大学駅

補助競技場

野球場

体育館

り
駒沢通

堤

通
り

急

東

線

市

都

園

田

国道246号線

駒澤大学
短期大学

駒沢オリンピック公園
通り

駒沢

第二球技場

中央
広場

陸上競技場

摩

交通のご案内

・東急田園都市線
「駒沢大学」駅下車（徒歩15分）

駒澤大学

黒
目

多

駒沢オリンピック公園陸上競技場トラック周回（1周400m）

駒沢オリンピック公園

東急田園都市線

り
通

タイムトライアル（800m/1600m）コース

・上記のほか、大会HPに記載の『新型コロナウイルス感染症に関するエ
ントリー規約』を必ずご確認ください。

・抽選結果については、申込者全員にメールもしくは郵送でお知ら
せします。なお、登録したメールアドレス、宛先不備での通知不着
及び未着については、再確認は行いません。
・申込状況及び抽選結果のお問い合わせ又は、照会等の回答は行いま
せん。

新二子橋

一般エントリー締切：７月31日
（土）
抽選結果通知：８月26日
（木）

り
駒沢通

砧下浄水所

駒沢公
園通り

記録計測

1,200 円

彰

駒沢大学駅

線
号
七
状
環

■

500 円

高校生相当以上

表

東名高速道路

多摩川サイクリング
コース
砧浄水場

通り
自由

・出場する部門に該当する健康な方で、その種目の制限時間内で完
走できる方。
（18歳未満は、保護者の同意が必要です。
）
・本大会競技規則及び大会要項、申込規約に同意いただいた方。

小学生・中学生

―

■

5,500 円

定員
（抽選申込）

請 求 先

世田谷246ハーフマラソンエントリー事務局
〒880-8691 宮崎中央郵便局私書箱33 スポーツエントリー内
℡0120-711-951＜平日10:00～17:30（土・日・祝除く）＞

国道246号線

号線

46

2
国道

国立病院機構
東京医療センター

駒八通り

800ｍ/1600ｍ

参加料

住所、氏名を記載した返信用角２封筒（切手貼付）を同封のうえ、以下の事務局までご請
求ください。切手料金は、請求部数によって異なりますのでお問い合わせください。

第
三
京
浜

タイム
トライアル

800ｍ

①小学1～4年生

6:45～
7:45

スタート
制限時間
時間

払込手数料：窓口203円、ATM152円

東
急
田
園
都
市
線

①陸連登録者男子
（高校生除く）～39歳男子
②18歳
公認
③40歳～59歳男子
大会コード
21 13 0865 21.0975 ④60歳以上男子
ハーフ
km
⑤陸連登録者女子
マラソン
⑥18歳（高校生除く）～39歳女子
⑦40歳～59歳女子
⑧60歳以上女子

受付
時間

※エントリーの際は、スポーツエントリーへのメンバー登録
（無料）が必要となります。
※メンバー登録時にメールマガジン配信についてお伺いす
る 項 目がございますので、受 信 を 希 望しない 場 合 は
『メールマガジンを受けない』を選択してください。

７月23日（金）必着

通り
自由

部門（対象）

https://www.se-sports.or.jp/246/

❶エントリー事務局

※コースマップは詳細なものではありません。
※コースの一部に、砂利道・未舗装の箇所があります。
※工事の影響により、兵庫橋付近のコースが一部変更となる予定です。
詳細が決定次第お知らせ致します。

駒八通り

種目・距離

競技種目

《 大会公式ホームページ 》

申込手数料200 円

駒沢公園
通り

※いずれも、抽選申込となります。（定員を超える申込があった場合）

申込手数料不要

郵便振替用紙

駒沢オリンピック公園陸上競技場（スタート）➡〈駒沢公園通り〉➡〈国道246号線〉➡
二子玉川➡〈多摩堤通り〉➡吉沢橋➡砧本村➡世田谷区・狛江市境付近➡
〈多摩川サイクリングコース〉➡二子玉川緑地運動場➡兵庫橋（予定）➡〈多摩堤通り〉➡
〈目黒通り〉➡〈駒八通り〉➡駒沢オリンピック公園陸上競技場（フィニッシュ）
駒沢公園
通り

令和3年11月14日（日）11:00～15:30 予定〔荒天中止〕

インターネット

ハーフマラソンコース

（国際陸連認証コース・日本陸連公認コース【予定】
）

通り
中町
用賀

タイムトライアル
（800m/1600ｍ）

令和3年11月14日（日）8:30～10:40 予定〔荒天中止〕

一般エントリー開始：７月１日（木）

号線
環状八

ハーフマラソン

大会要項

コース

申込から大会参加までの流れ

第一
球技場

拡大図

世田谷246ハーフマラソン
公式サポートイベント
「ランニングクリニック」
・
「合同練習会」等

箱根駅伝常連校や世田谷に縁のあるランナーと一緒
にトレーニングし、世田谷246ハーフマラソンでの完
走・目標記録達成を目指します。ランニングクリニッ
クのタイムトライアルで基準タイムを突破した方の
中から抽選でハーフマラソン出場権を進呈します。
また、ごみ拾いとジョギングを同時に行う「プロギン
グ」の実施も別途予定しております。日程や監修等の
詳細は、決まり次第、世田谷区スポーツ振興財団ホー
ムページでお知らせします。

「Run as ONE-Tokyo Marathon 2022（一般の部）」

世田谷246ハーフマラソンは、�Run as ONE-Tokyo Marathon 2022（一般の部）�の連携大会
となります。ハーフマラソンの参加者から抽選で3名に、
「東京マラソン2022」の出走権が付
与されます（ただし、招待選手を除く）。詳しくは大会HPをご覧ください。

個人情報の取扱いについて《世田谷246ハーフマラソン ・タイムトライアル・世田谷246オンラインハーフマラソン共通》

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、以下の取扱いを実施いたします。内容
をご確認いただき、ご同意の上、お申込み（ご参加）ください。

1.大会申込者の個人情報（氏名、住所、連絡先等）は、参加案内、関連情報の通知、大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、
記録発表、申込内容に関する確認等、必要な範囲で利用させていただくためにお預かりいたします。なお、本大会（ハーフマラソンの
み）で取得する個人情報（氏名、性別、生年月日、連絡先、記録）は、東京マラソン財団に電磁的方法により提供されます。
2.お預かりした個人情報は、主催者が定める「プライバシーポリシー」等に基づき、適切な管理に努め、責任を持って管理いたします。

3.事業の特性上、特定の機微な情報（身体、保健医療に関する事項等）をお預りする場合がありますが、厳正な取扱いを徹底いたします。
4.個人情報のご提供はお客様の任意ですが、大会の円滑な運営等に必要な最低限の個人情報についてもご提供いただけない場合は、大
会への参加はできませんのでご了承ください。
5.主催者は、大会申込者から事前の同意を得ない限り、大会運営目的以外に個人情報を第三者に提供いたしません。
6.主催者は、大会申込者が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

7.委託業者に個人情報を預託（委託）いたしますが、委託業者に対し個人情報の漏洩や再提供等がないよう、契約により義務付け、適切
な管理を実施いたします。

8.大会申込者には、ご自身に関する個人情報の開示を求める権利、その結果により訂正や削除を求める権利があります。開示や訂正等
を希望される場合には、当大会事務局までお問合せください。
世田谷246ハーフマラソン実行委員会事務局:「（公財）世田谷区スポーツ振興財団個人情報の問合せ窓口」
☎03-3417-2811

受付時間9:00～17:00
（土・日曜及び祝日、年末年始を除く）

