2017 花蓮太平洋縦谷マラソン
競技規則
I.

大会の目的：
「太平洋×海岸山脈」をコンセプトに、花蓮の恵まれた環境にランニング運
動を溶けこませることによって健康・環境保護に配慮する生活価値観を広めま
す。花蓮の山と海の風景や当地の商業地域の特色のある店々、加えて花蓮の
人々の情熱にスポーツの気運を融合させ、皆様が美しい景色の県道 193 号を走
りながら、健康的な生活、自身の身体・心に対する新たな発見と自己の成長を
体験していただきたいと考えます。
ロハスの考え方に基づいて、この大会をより生活の本質的なものに近づけ、
健康的で自然な生活スタイルを提唱します。そして観光と社会のさらに大きな
利益を創出します。具体的な目標を以下に示します。
(1) 都市のマーケティングとスポーツ・レジャーのマーケティングを結合させ、
観光産業全体の発展を促す。
(2) 全国民へ体を健やかに保つ運動を提唱し、ランニングの気運を高め、スポ
ーツ観光元気都市として発展する。
(3) 市民を実際にスポーツに参加させ、運動による健康的な生活を送るように
する。

II.

指導機関：花蓮県政府

III.

主催：花蓮市役所、花蓮市市民代表会

IV.

協力：花蓮県観光協会、花蓮県汽車協会、花蓮県企業経理協進会

V.

協賛: 花蓮遠雄海洋公園、新光兆豊休閒農場、光隆博物館、光隆海洋生技、花
蓮シャトー・ド・シンホテル(翰品酒店)、花蓮県餅、曽記もち、曽師父食品株
式会社、続々募集中
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開催日時

VI.

2017 年 12 月 2 日(土曜日) 4：00～15：00

大会プログラムとタイムスケジュール

時間

活動内容

場所

04:00

選手入場：物品の受取りと荷物
大会会場
の預け入れ

05:20-05:40

プログラム上演

大会会場

05:40-05:50

準備体操

舞台/舞台前広場

05:50-06:00

フルマラソン・ハーフマラソン
舞台/舞台前広場
選手集合

06:00-06:20

貴賓挨拶

06:20-06:25

競技前の説明および安全注意
スタート/ゴール地点
事項

06:30

フルマラソンスタート号砲

スタート/ゴール地点

06:45

ハーフマラソンスタート号砲

スタート/ゴール地点

06:40-06:50

ミニマラソン選手準備体操

舞台/舞台前広場

07:00

ミニマラソンスタート号砲

スタート/ゴール地点

09:00-09:10

プログラム上演

舞台/舞台前広場

9:30

ハーフマラソン表彰式

舞台/舞台前広場

10:50-11:00

プログラム上演

舞台/舞台前広場

11:00

フルマラソン表彰式

舞台/舞台前広場

15:00

イベント円満終了

舞台/舞台前広場

舞台/舞台前広場
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VII. 競技コース
(1) 集合場所：美崙陸上競技場(美崙田徑場)
(2) スタート位置：海岸路(美崙陸上競技場横)スタート/ゴール地点の門
(3) 競技コース：
1. フルマラソン部門 42Km：
海岸路(美崙陸上競技場横北上)→右折し東岸街→右折し両潭自転車歩道→北
濱公園を通過→北濱段自転車歩道→南濱自転車歩道→吉安渓を渡る→濱海
自転車道→光華河岸自転車道→華中路→左折し南浜路一段→左折し花蓮大
橋→右折し県道 193 号→月眉路三段→月眉路三段(県道 193 号付近 32.5Km 地
点)で折り返し元の道をゴールまで戻る
2. ハーフマラソン部門 21Km:
海岸路(美崙陸上競技場横北上)→右折し東岸街→右折し両潭自転車歩道→北
濱公園を通過→北濱段自転車歩道→南濱自転車歩道→吉安渓を渡る→濱海
自転車道→光華河岸自転車道路→華中路→右折し華工一路→左折し華工六
路 90 巷→右折し華工二路→左折し華中路→左折し光華河岸自転車道を北上
して元の道をゴールまで戻る
3. ミニマラソン部門 5Km:
海岸路(美崙陸上競技場横北上)→民生路を直進→右折し吉林路→左折し港口
路→右折し花蓮港ウォータープレイパーク(花蓮港親水遊憩區)に入る→景観
橋→右折し東岸街→左折し海岸路から元の道をゴールまで戻る
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VIII. 参加資格
全国のランニングを心から愛する方、各種目の参加資格に該当する方は誰でも参
加できます。

IX.

九、競技種目と参加人数:
競技種目
年齢制限

参加料(台湾ドル)

計測チップ保証金

合計(台湾ドル)

フルマラソン
42.195km

ハーフマラソン
21.0975km

ミニマラソン
5km

満 18 歳以上

なし

1999 年(を含む)以前に生まれた方

NT 1,000

NT 800

NT 500

参加申申込者は参加料を支払う際、参加
料とは別に NT$100 元を計測チップ保証
金としてお支払いください。競技後計測
チップ返却時に返還いたします。

NT 1,100

なし

NT 900

NT 500

￭郵送による代理申し込み費用(台湾国内に限る)

宅配料

人数

1-2 人

100 元， 3-10 人 300 元

11-30 人

500 元， 31-70 人 800 元

71-100 人 1000 元， 101 人以上 1500 元

申込期間

106 年 07 月 15 日から 08 月 31 日まで
6 時間 30 分

3 時間 30 分

2 時間

(13:00 まで)

(10:15 まで)

(9:00 まで)

定員

1000 人

2500 人

2500 人

集合時間

06:00

06:15

06:30

スタート時間

06:30

06:45

07:00

競技制限時間

集合場所
手荷物預かり

集合場所：美崙陸上競技場(美崙田徑場)
スタート地点：海岸路(美崙陸上競技場横)スタート/ゴール門
当日 04:30 から 06:30 までの間に手荷物をお預かりいたします。
当日の午後 14:00 までにお引き取りください。
1. 競技中体調不良となった場合、審判員の判断に従い競技を即刻棄権
しなければなりません。

備考

2. フルマラソン出場選手は午前 10:00 までに折り返し地点を通過して
いない場合、選手としての権利を没収されます。これに対し異議を
唱えることはできません。選手の権利を没収された方は折り返し地
点から大会専用車に乗車し会場まで戻らなければならず、コース上
に残ることはできません。指定の場所で IC チップを返却し 100 元
の保証金を受け取ってください。異議は認められません。
3. 計測システムが正確に競技の成績を読み取ることができるように、
選手は計測チップをシューズの紐部分上部に紐で結んで装着して
ください。
4

X.

レースの組分け：

(1) 以下フルマラソン/ハーフマラソンの組分けを示します：
フルマラソン・ハーフマラソン申込み可能な年齢は 1999 年(を含む)以前に出
生した方に限ります。18 歳未満の選手は申込むことはできません。

男 18-25 歳

女 18-25 歳

1992～1999 年生まれ

男 26-35 歳

女 26-35 歳

1982～1991 年生まれ

男 36-45 歳

女 36-45 歳

1972～1981 年生まれ

男 46-55 歳

女 46-55 歳

1962～1971 年生まれ

男 56-65 歳

女 56-65 歳

1952～1961 年生まれ

男 66 歳以上 女 66 歳以上

1942～1951 年生まれ

視覚障害者部門

1999 年(を含む)以前生まれ

(2) 視覚障害者部門：視覚障害者組に参加のランナーは全コースにおいて伴走者、
ならびに申込時に届け出が必要です。伴走者は 1 名のみとし参加料を支払う必
要はありませんが、競技の結果には含まれません。大会側では伴走者に保険を
掛けますが、伴走者はその他のいかなる権利も要求することはできません。
申込時に伴走者を申請をしなかった場合、選手も競技の結果に反映されませ
ん。大会側より伴走者用のゼッケンを配布しますので、わかりやすい様に前胸
部に付け、伴走用ロープおよび識別用の衣服は各自準備してください（視覚障
害者部門では視覚障害に関する身体障害者手帳が必要です）。

(3) ミニマラソンでは組分けをしません。18 歳未満の選手は申込時に保護者の同
意書を提出してください(申込用ホームページからダウンロードをお願いしま
す)。12 歳以下の児童の参加申し込みは保護者または教師の同伴が必要です。

(4) 保護者同意書(申込用ホームページからダウンロードをお願いします)は保護
者のサインをした後スキャン(携帯電話で写真撮影またはプリントアウト)し、
ファイルにして E-mail にて service01.marathon@gmail.com へ送信、または FAX
にて 03-8335597 へ送信してください。保護者の同意書の提出がない場合、申
し込みは不受理となり、関係する権利に損害を受けた場合はご自身で責任を負
うこととなります。
(5) 団体申込時 18 歳未満の選手を含む場合：所属する団体の成人リーダーが保証
人となって同意したとみなし、同意書の提出は不要です。リーダーが未成年の
5

場合、18 歳未満の選手は保護者の同意書の提出が必要となります(同意書は資
料 1 を参照)。

XI. 申込方法
(1) 大会要項
オフィシャルサイト（www.marathon.hl.gov.tw）から「2017 太平洋縦谷マラソ
ン」の大会ホームページへ進み、大会要項を閲覧またはダウンロードしてく
ださい。申込希望者は申込方法に従って申し込み手続きを行ってください。
(2) 参加申込方法
1.

2.

3.

4.

本大会では一律インターネット受付を採用し、団体および個人での申し
込みを受付けます(フルマラソン 1,000 名、ハーフマラソン 2,500 名、ミ
ニマラソン 2,500 名)。申込は参加者 1 人につき 1 種目 1 組のみとし、
重複してエントリーすることはできません。
指定の期間内に必要な費用を支払うことで競技参加の資格が得られま
す。申込前に大会要項を詳しく参照の上、要項記載事項を十分に理解し
遵守していただきますようお願いします。
組分けの際に必要になりますので、申込時には生年月日を正確に書いて
ください。申込時の個人情報に虚偽があることで競技の結果に誤りが生
じた場合、主催者は申込者の参加資格を取消し、参加にかかる費用の返
還に応じない権利があります。申込手続きの不備や参加料の未納または
料金の不足があった場合、いずれも申込み手続きが完了していないもの
とみなし、そのことに異議を唱えることはできません。
団体および個人での申込方法はオフィシャルホームページ
（www.marathon.hl.gov.tw）の申込み専用ページをよくお読みの上、誤
りのないように申込書を記入してください。送信後の申込内容の変更は
受け付けません。また、指示された期限内に参加料をお支払いください。
支払い済みの申込みにおける内容の変更は受け付けませんので、お支払
いの際は申込内容に間違いがないか確認してから料金をお支払いくだ
さい。参加料が支払われると、オフィシャルサイトの申込照会(報名查
詢)ページで関係資料を閲覧することができます。

5. 申込みを行う際、ご自身に制限時間内にゴールできる実力があるか、よ
くご判断ください。申込み手続きおよび参加料支払いが終了している場
合、いかなる理由があっても名前・参加種目・ウェアのサイズなどの変
更または返金、および競技参加の権利の譲渡は認められません。指定期
間内に参加費を納めなかった場合、参加資格は認められず、代走や伴走
も固く禁じられます。
(3) 物品受取りと受付：
1.

本大会では「郵送による受付」を採用し、2017 年 11 月 19 日より競技
の必要物品を順に郵送します。参加者はその郵送費用を負担し、申込
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時に参加料と一緒に納める必要があります。その際には物品の不着を
防ぐために正確な住所、受取人の氏名を記入しなければなりません。
参加者の記入ミスで大会側が郵送した資料が未着の場合、自己におい
て一切の責任を負うものとし、大会側は再発送や会場での受渡しは行
いません。
個人および団体の郵送費用：

人数
費用

2.
1～2 人
3～10 人
11～30 人
31～70 人
71～100 人
NT$100 元 NT$300 元
NT$500 元
NT$800 元
NT$1000 元
3. 参加者の方で 2017 年 11 月 日になっても受付物品が未着の場合はコ
ールセンター（03-8358916）までお問い合わせください。

4. 受付物品が郵送されお手元に到着したことで申込みが完了したことを
意味し、競技当日に会場での受付は行われませんのでご注意ください。
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(4) 申込の流れ
(5)
日時

07/15(土)8:00～
08/31(木)24:00

大会までの流れ

解説

一律インターネットによる申し込みを採用
し、参加希望の種目に登録する。エントリー
は 1 人 1 種目に限る(一度申込内容を送信して
しまうと変更することができないので、参加
インターネット申込み
種目をチェックする際は慎重に判断する)。虚
お よ び 参 加 費 支 払い 開
偽のない内容で申込むこと。他人の情報を不
始
正使用した、故意に虚偽の情報を使用した、
または重複して申込を行ったことが発覚した
場合、大会側は参加への抽選・および競技参
加資格を取り消す権利を有する。
選手名簿は大会ホームページで公開され、名
簿に記載された競技参加者にはテキストメッ
セージによる通知、および E-mail が送信され
る。E-mail が届いていない場合は、申込者自
ら大会ホームぺージにて確認する。E-mail ア
ドレス記入不備、または迷惑メールブロック
設定がされている場合 E-mail が届かない可能
性がある。

09/04(月)10:00

参加者名簿公開

11/20(月)～
11/24(金)

大会側から宅配により競技参加に必要な物品
宅 配 に よ る 受 付 物品 の
を受け取る参加者へ参加必要物品が発送され
発送
る

自ら競技参加必要物品を受け取る場合、競技
12/01( 金 )13:00 ～ 参 加 受 付 物 品 の 受け 取 参加者は既定の時間内に競技参加必要物品を
り
受け取る(国外または離島から参加の選手に限
22:00
る)。

12/02(土)

競技当日
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XII. 表彰：
(1) 完走賞：フルマラソンとハーフマラソンにおいて規定時間内にゴールした全
ての完走ランナーに、成績証明書、完走メダルを授与します。ミニマラソン
完走ランナーには完走証、完走メダルを授与します。

(2) 順位の表彰：フルマラソンとハーフマラソンにおける男女総合成績 3 位まで
にトロフィーと賞品を授与します。フルマラソンとハーフマラソンにおける
男女別成績 3 位までトロフィーと賞品を授与します。視覚障害者部門におけ
る完走者は、全てにトロフィーと完走メダルが授与されます。受賞者は表彰
台に上がり合同記念撮影をします。

(3) 代理者が受け取る場合は、受賞者のナンバーカード(ゼッケン)を提示し受け
取ってください。

(4) 各種目の受賞者はレース当日 14:00 の大会終了時刻までに受け取りを済ませ
てください。期限内に受け取りがなかった場合は郵送となり、それにかかる
費用は受賞者負担となります。
(5)

規定期間内に参加費を支払われた方には、現場で記録を印刷してお渡ししま
すが、オフィシャルサイトからもダウンロードができます。選手の方は記録
の確認と印刷のサービスを利用することが可能です。すぐに記録が確認でき
るとともに、成績証明もダウンロード・保存することができるので後日必要
となった場合に便利です。制限時間内にゴールしなかった、または計測チッ
プが反応せずタイムが計れていない選手には成績証明を発行いたしません
のでご了承ください。

(6) 規定時間内に完走する励みとなるようフルマラソン・ハーフマラソン参加の
選手には完走メダルを授与します。規定時間内にゴールできなかった選手の
完走メダル受取りはご遠慮ください。

(7) フルマラソン・ハーフマラソン・ミニマラソンの選手にはレース当日にナン
バーカード(ゼッケン)と引き換えにランチボックスを一つお渡しします。

◆2017 花蓮太平洋縦谷マラソン申込選手全員に以下の大会記念品を贈呈します：
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項目

記念
シャツ

スポーツ
タオル

ナンバー
カード

ランチ
ボックス

完走
メダル

成績
証明書

フルマラ
ソン

●

●

●

●

●

●

ハーフマ
ラソン

●

●

●

●

●

●

ミニマラ
ソン

●

●

●

●

●

シャツのサイズ表(胸囲による)
シャツサイズ表(胸囲による)

S

M

L

XL

XXL

XXXL

92-96cm

96-100cm

100-104cm

104-108cm

108-112cm

112-116cm

サ
イ
ズ
胸
囲

サイズ未記入の場合、主催者は L サイズをお渡しします。そのサイズが不足して
いる場合は、他のサイズにて対応させていただきます。

XIII. タイム計測・記録：
(1)

本大会ではフルマラソン・ハーフマラソン参加選手の計測チップによるタイ
ム測定を行います。参加申込ならびに競技参加必要物品の受け取り手続きが
終了後、ナンバーカード(ゼッケン)・記念品・計測チップを一つずつ受け取
ってください。計測チップの保証金は、参加選手が競技会場にてチップを返
却する際に返還されます。大会当日に返却されない場合、保証金は返還する
ことができませんのでご了承ください。計測チップの取扱いは、競技前にあ
らかじめプログラムにある計測チップ使用説明をよくお読みになり、現地で
係員の指示に従ってください。競技の記録は主催者が公開したものを公式記
録とします。

(2)

国際陸上競技連盟競技会規則第 165 条 24 に基づいて、選手のスタート時間
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は号砲が鳴った時間とし、大会中は号砲によるスタートを基準としてタイム
を記録していきます。そして、そのタイムの記録に基づいて選手の順位を判
定します。

(3) 計測チップを交換すること、他人のチップを装着すること、一人で 2 つ以上
のチップを装着することはいずれも禁止されています。違反者は出場資格が
取り消され、タイムも計測されません。

(4) 計測チップはタイム計測の基準となります。スタート・ゴール地点のセンサ
ーパッドの上を確実に通過したことを確認してください。大会規則に従わず
にチップを使用しタイムが記録されなかった場合は、主催者は一切の責任を
負いません。また、途中の折り返し地点では必ずセンサーパッドの上を通過
してください。折り返し地点でセンサーパッドの上を通過しなかった場合
は、選手資格が取り消され、タイムは計測されません。よってトロフィーや
成績証も授与されません。
(5)

選手は自身の実力を鑑み、我先にと争うことは絶対にしないでください。ス
ポーツマンシップに則り実力が上の選手にスタート出走順を譲りましょう。

(6)

選手は時間通りに出発してください。スタート時間より 15 分以上後に出発
した者に対して主催者は出走を禁止する権利を有し、その場合タイムは測定
されません。

XIV. 競技規則：
(1) 下記の規則に違反した者は競技成績を取り消されます。
1. ナンバーカード、競技専用計測チップがない。または規則通りに靴に計
測チップを装着していない。
2. 計測チップにタイムが記録されていない、折り返し地点およびゴール地
点のタイム記録がない選手。
3. 審判員の指示に従わない者。
4. ナンバーカードを前胸部に装着していない。
5. 競技コース内において自転車に乗る、ベビーカーを押す、インラインス
ケート・スケートボード・キックスケーターで滑走することを一切禁止
する。
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6. ペット（猫・犬）を連れてのコース進入を禁止する。

(2) 下記の規則に違反した者は競技成績を取り消され、本会が主催する大会に一
年間の出場禁止とし、氏名を大会ホームページで公開します。

1. 競技中他人の力を借りて利益を得た者(車に乗る、誰かに支えられて走る
など)。

2. 申込んだ組と身分証明証による情報が異なる者。
3. スポーツマンシップまたは道徳的に逸脱している者(ケンカ、審判員を罵
るなど)。

4. 申込みをしていない者による代走行為は固く禁止する。2 個または 2 個以
上の計測チップを装着することも禁止されている。規則に違反する者は
事実を調査の上、審判が競技資格の取り消しを宣言すれば、タイムは測
定されない。さらに、1 年間の出場禁止、および代走者ならびに代走を依
頼した競技者の氏名をオフィシャルホームページで公開する。

(3) 異議申し立て
1. 競技に関する異議：競技中、選手は競技会場で審判に質問をしてはいけ
ません。陸上競技規則に記載されている規則と同様の事柄については、
いずれも審判の判断に準じ、異議申し立てをすることはできません。

2. 異議申し立ての手順：競技中に発生した問題に関するものは、各組の成
績が発表されてから 30 分以内に大会側に申し出る。同時に 5,000 元の保
証金を支払い、競技担当部門から発行された領収書を受け取ります。そ
の領収書は適切に保管すること。いずれの異議申し立ても審判委員会の
決定をもって終了し、審判委員会が該当の異議申し立てを認められない
と判断した場合には保証金は返還されません。

(4) 注意事項
1. 衣類の保管
1) 大会ではフルマラソン、ハーフマラソン、ミニマラソンとも衣類を預
けることができます。選手は必ず衣類預入袋(衣物保管袋)を使用し、
大会当日に預けてください。その際、今大会の衣類預入カード(衣保
卡)を提示し、係員がカードに標記した後に衣類保管を受け付けます。
預けた衣類を受け取る場合も必ずナンバーカード(ゼッケン)を提示し
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てください。係員によって返却印を押印後、預入された衣類袋を受け
取ることができます(貴重品は各自で管理をお願いします。貴重品を
紛失された場合、本大会は責任を負いません)。

2) 大会開催日 106 年 12 月 2 日 4:30 から 6:30 の間に衣類預かりを受付け
ます。競技後、当日の 14:00 までに預入物品をお引取りください。そ
の際、ナンバーカードを提示し受け取ってください（貴重品は自己で
管理をお願いします。貴重品を紛失された場合、本大会は責任を負い
ません）。預入物品のある選手は、なるべく早く預入れを完了しスタ
ート時間に遅れないようにしてください。

2. 安全事項
1) 競技前に台風やその他不可抗力の自然災害があった場合、大会側は選
手の安全を考慮し競技の中止・延期またはコースの変更などを決定す
る権利を有します。これに対し参加者は異議を唱えることができま
せん。
2) 大会審判・医師または交通整理係員は、選手の身体状況および交通安
全から判断して、選手の競技を中止または一時停止させる権利を有し
ます。これに対し選手は異議を唱えることができません。
3. 身分を確認する為、身分証明証を常に携帯してください。
4. 今大会参加者は健康に注意の上、大会当日はご自身の身体状況を慎重に
分析し、体調が悪い場合は無理に参加しないでください。心臓、血管、
糖尿病などに関連した既往歴のある方は、病状を隠して参加しないでく
ださい。その結果引き起こされたトラブルについては自己の責任となり
ます。
5. 競技が行われる場所は昼と夜での湿度・温度の差が大きいため、防寒着
および雨具をご持参ください。

6. 今大会では、フルマラソン・ハーフマラソンの選手は一律計測チップを
使用しますので、計測チップの使用説明を詳しくお読みください。個人
の取り扱い不備が原因で記録がされていない場合、本大会では一切の責
任を負いません。

7. 競技参加必要物品を受け取りが完了した後、ナンバーカード(ゼッケン)
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と計測チップの再発行はしませんので、紛失しないようにご注意くださ
い。ナンバーカード(ゼッケン)がない場合、参加資格がありません。また、
計測チップがない方はタイムの記録ができません。

8. 主催者は今回の競技のビデオ・写真ならびに競技成績を大会ホームペー
ジと刊行物を通して世界各地に発表・登録する権利を有し、競技参加者
はその肖像と成績を競技に関連する宣伝や放送に使用されることに同意
しなければなりません。

9. 地球環境を守る一助となるよう、本大会のパンフレット上に選手名簿は
ありませんので、参加者ご自身でオフィシャルホームページからご覧く
ださい。

(5) 本規則に定めのない項目は、主催者がその都度検討し対応します。

XV. 保険
(1) 団体傷害保険注意事項：
1. 申込ランナーは申込書に必要事項を詳しく記入してください。誤りや記
入漏れのある場合は補償対象とはならず、自己にて責任を負うことにな
ります。
2. スポーツは身体の健康を保つ重要な要素ですが、競技当日の状況に合わ
せて無理をしないようにしてください。大会前日は睡眠を十分にとり、
当日は競技開始 2 時間前に食事を摂ることをお勧めします。
3. 本大会ではその場で必要な応急処置を行いますが、個人の持病から引き
起こされた症状は保険による補償の範囲外となります。傷害保険では不
慮の事故により傷害を負った場合のみ補償の対象となります。
4. 今大会では競技参加者に対し、一人の補償額 300 万元の傷害保険に加入
しています(詳細は保険会社の契約内容に準じます)。
(2)

団体傷害保険の補償範囲：

1. 被保険者が大会期間中に以下に示す不慮の事故によって第三者がケガま
たは死亡した場合、または第三者の財物に損害を与えた場合は法律に従
い賠償の責任を負います。また賠償請求を受けた場合、保険会社が被保
険人へ賠償の責任を負います。：
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1) 被保険者またはそのスタッフが運営業務中に本保険証券に記載され
ている営業所内で発生した不慮の事故。
2) 被保険人が運営業務を行っている建物・道路・機械またはその他主な
作物で発生した不慮の事故。

2. 免責事項：
1) 個人の疾患によって運動傷害となった場合。
2) 個人の体質や自身の心血管の状態により引き起こされた、ショック、
心臓症状、糖尿病、熱疲労、熱中症、高山病、てんかん、脱水などの
症状。

3) 本人の疾患により引き起こされた補償範囲外の症状。選手が以前より
原因不明の胸部不快(胸痛・胸部苦悶)、原因不明の呼吸困難、心臓病
の家族歴、糖尿病などの既往歴、または上記(2)で述べた疾患の既往歴
がある場合は心筋梗塞のハイリスクグループに属していると考えら
れます。競技参加前には慎重に自身の安全を考慮し無理に競技に参加
しない、または医師による競技参加に対するリスクの評価および心電
図検査を受け、さらにご自身で個人向け傷害保険に加入することをお
すすめします。

(3) 以前に以下の状態にあったことがある場合、突然死のハイリスクグループに
属していると考えられます。医師の判断を仰ぎ、無理に参加しないでくださ
い。

1. 原因不明の呼吸困難
2. 原因不明の胸部不快感(胸部苦悶・胸痛)
3. 原因不明のめまい
4. 突然の意識消失
5. 高血圧 (＞ 140 / 90mmHg)
6. 心臓病
7. 腎機能異常
8. 高脂血症(総コレステロール値＞240mg/ Dl)
9. 心臓病の家族歴
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XVI. 送迎
■本大会では、花蓮駅(花蓮火車站)-美崙陸上競技場(美崙田徑場)間を無料送迎
バスが運行しています（選手の方はナンバーカードを提示し乗車してくださ
い。付き添いの方も一緒に乗車が可能ですが、単独でのご乗車はできません）。
参加者以外の方はご乗車できません。
1. 2017 年 12 月 02 日の花蓮駅(花蓮火車站)から美崙陸上競技場(美崙田徑場)
への「大会送迎バス」を運行します(ダイヤは以下の表をご参照ください)。
花蓮中山路旧郵便局(花蓮中山路舊郵局)と花蓮市中山路石来ターミナル広
場(花蓮市中山路的石來運轉廣)（噴水池）を通り，合計 3 か所でランナーを
収容します。
2. 大会会場周辺での駐車は容易ではない上、交通規制も実施されますので、
大会送迎バスのご利用をお願いいたします。大会出場選手でない方が大会
送迎バスに乗車されたい場合は、当日の大会送迎バスの空席状況にて乗車
可能か判断されます。
3. 大会期間中(12 月 1 日および 2 日)は、道路の交通規制によって路上駐車が
全面的に禁止となります。違反者は規則に基づいてレッカー移動します。

行
乗車地点

運転時間

花蓮駅(花蓮火車站)

始発 03:30
最終 05:00
始発 03:50
最終 05:20
始発 04:00
最終 05:30

花蓮中山路中華路口
花蓮市中山路の石来ターミ
ナル広場(石來運轉廣
場)(噴水池)

帰
乗車地点

運転時間

美崙陸上競技場

始発 10:00
最終 14:00
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き
備

考

参加選手ナンバーカード(ゼッケン)保持
者優先乗車
参加選手ナンバーカード(ゼッケン)保持
者優先乗車
参加選手ナンバーカード(ゼッケン)保持
者優先乗車

り
備

考

1 時間毎に発車し、座席が埋まり次第発
車
花蓮駅(花蓮火車站)直通

資料１

2017 年花蓮太平洋縦谷マラソン大会
保護者/親権者同意書
私(保護者)

は選手(子)

がマラソン大

会に参加することに同意します。身心共に健康であることを保
証し、レースへの参加を志願します。ならびに、
【2017 年花蓮太
平洋縦谷マラソン】の大会要項の規定および主催者が大会前に
告知した大会に関する情報の各項目を詳細に読み、それらに同
意し大会の取り決めを遵守することを保証します。選手はレー
ス中の危険と責任を自己にて負わなければならないということ
に対し一定の認識と理解があり、レース中にいかなる不慮の事
故が発生したとしても、本人が全て責任を負い、主催者側の責
任を一切免除します。また、大会中に撮影された画像は大会側
が無償で使用することにも同意します。
選手(出場ランナー)：

(自筆サインまたは印鑑)

身分証番号：
保護者/親権者：

(自筆サインまたは印鑑)

身分証番号：
電話番号 ：

西暦

年

月

日

◆申込用ホームページより同意書をダウンロード後、選手、保護者/親権
者が自筆サインまたは印鑑を押し、2017 年 8 月 31 日までにサインまたは
印鑑の押されている同意書をスキャンし、E-mail にて
service01.marathon@gmail.com のアドレスまで送信、または FAX：
03-8335597「2017 花蓮太平洋縦谷マラソン」宛へ送信してください。
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