
■ 会場までアクセス

磐田掛川線

・JR東海道本線「愛野駅」から徒歩１５分
電車でお越しの方

・袋井I.Cから約１５分、掛川I.Cから約１０分
・会場までは交通大渋滞が予想されますので、お早めにご来
場をお願いいたします。

大会前日 PM9:00～ 大会当日 AM6:30までは駐車場
を利用することは出来ません。（車中泊も出来ません）
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大会会場

開門時間　AM6:30
入口は です

駐車場から会場まで
徒歩で約5～10分
くらいかかりますの
でご利用の際には時
間に余裕を持ってご
利用ください。

駐車場券をお持ちの方はP4駐車場となります。
それ以外の方は、P2、P３駐車場となります。

★来場にはできる限り公共交通機関をご利用ください。
渋滞が予想されますのでお早目にお越しください。 袋井市キャラクターフッピー

交通案内図

RUN PASSPORT健康チェックフロー

健康チェック記入のご案内メールを開き、URLをクリック

健康チェックを提示

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆ 
袋井クラウンメロンマラソン　健康チェック記入のご案内 
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆  
山田 太郎 様  袋井クラウンメロンマラソンに参加される方に、2022/12/11 の
健康チェック入力案内を させていただきます。 健康チェック入力期間：
2022/12/05 ～ 2022/12/11 なお、本メールは健康チェック入力期間中、一日
一回お送りさせていただきます。 あらかじめご了承ください。  下記 URLをク
リックいただき、案内に従い健康状態を入力してください。 
-------------------------------------------------------------------- 
2022/12/11 の健康状態を入力 
https://stg.web.runpassport.jp/******/*****/************ 
---------------------------------------------------------------------

大会当日会場で、健康
チェック結果がわか
るもの（右記の二つの
うちどれか）をご提示
ください。

画面下の「この
ページを印刷す
る」から、健康
チェック結果が
表示された画面
を印刷します。

健康チェック結
果が表示された
画面をスマート
フォンの画面に
表示します。

健康チェック画面上で大会当
日までの健康チェック結果を
日々入力してください。

袋井クラウンメロンマラソンの完走
記録証をフロントにて提示していた
だくと、「和の湯オリジナルタオル」
をさしあげます。

・JR袋井駅から南へ2.5km
・東名袋井ICから南へ10分
  ※エコパスタジアムより車で13分

【住所】〒437-1121静岡県袋井市諸井2022-3

【電話】0538-23-1500

【HP】 http://www.yawaraginoyu.co.jp

日帰り天然温泉
マラソンの後は、

和の湯で疲れた体をリ
フレッシュ!!マラソンの後は、

和の湯で疲れた体をリ
フレッシュ!!

完走者特典！

■アクセス
公益社団法人 袋井市スポーツ協会
袋井市／袋井市教育委員会／静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所／静岡新聞社・静岡放送／エコパハウス
袋井商工会議所／浅羽町商工会／袋井市観光協会
袋井警察署／袋井市森町広域行政組合袋井消防本部／袋井市自治会連合会／袋井市交通安全会連合会／袋井市交通指導隊／袋井市陸上競技協会／公益社団法人 袋井青年会議所
袋井市医師会／遠州袋井太鼓保存会／袋井市スポーツ推進委員会／袋井市ホテル旅館組合／一般社団法人 袋井市文化協会／社会福祉法人 袋井市社会福祉協議会
袋井国際交流協会／静岡県柔道整復師会／静岡県鍼灸マッサージ師会／東海アクシス看護専門学校／大学生ボランティア／高校生ボランティア／袋井市内中学生ボランティア
遠州トラック株式会社／さわやか株式会社／SBSマイホームセンター株式会社／遠州中央農業協同組合／ハウス食品株式会社 静岡工場／浜松いわた信用金庫／袋井温泉和の湯
大塚製薬株式会社／株式会社中津川建設／株式会社メロー静岡

http://www.fukuroi-melmara.jp/

お問い合わせ

〒437-0061
静岡県袋井市久能1912-1公益社団法人袋井市スポーツ協会
Email: fukurol-sports@alr.ocn.ne.jp 0538-42-1920TEL:

090-3389-4706TEL:

公益社団法人袋井市スポーツ協会 /袋井クラウンメロンマラソン事務局

大会当日

火～日
９：００～１７：００
月曜・祝日休

お
問
い
合
わ
せ

大会ホームページ

同封されていない封入物がございましたら、お手数ですが大会事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。

同
封
物

ナンバーカードと計測タグを忘れた場合、再発行するのに実費（それぞれ1,500円）が掛かりますのでご注意願います。

大会当日必ず持参ください！大会当日必ず持参ください！

同封物のご確認をお願いします！

● 参加案内（本紙）    ● ナンバーカードセット （ナンバーカード・安全ピン・計測タグ・ビニタイ）

● 計測タグ返却用封筒　●駐車券（申し込みされた方のみ）

ナンバーカード・計測タグはナンバーカード・計測タグは

この度は「第34回袋井クラウンメロンマラソン」へお申し込みいただきまして
誠に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、記載内容をよくご確
認いただきご参加いただけますようお願い申し上げます。
皆さまのお越しを心よりお待ちしておりますので、お気をつけてお越しください。 参加のご案

内
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●メイン会場のご案内 選手招集場所およびスタートまで

招集所は、下図のとおりスタジアム内に開設し、10km・ハーフマラソンはスタート地点付近を先頭に各レーン（8レーン）1名づつ整
列します。1500mはスタート地点付近トラック外側に6列で整列します。招集時間になるとスタート準備の移動をします。
10kmとハーフマラソンは5ブロック、1500mは2ブロック毎のスタートとなります。

◎ゲート開放時間内にスタジアム内トラックに入場できないと、レースに参加できません。
◎招集所内および移動中も、マスクを着用し、タテヨコ1mの間隔を保持してください。（トラック上は、各レーン1名）
◎スタート後、マスク着用は解除します。フィニッシュ後のマスクは配布しますので、不用マスクは第1ゲート通過後に準備された回収
容器に処分してください。走路に捨てることはできません。

◎スタートライン手前で、前の選手を抜くことはできません。
◎無理な追い抜きは危険のため禁止です。左側通行し走路を空けてください。
◎周回の先導は、安全のため1周目のみとなります。
◎周回管理はご自身で行ってください。スタッフは誘導しません。フィニッシュはアウトコースフィニッシュとなります。
◎フィニッシュ後、計測チップをはずし、マスク（配布）をつけ、荷物置場へすみやかに移動してください。途中、お茶（ペットボトル）を1本
お持ちください。

 種　　目 招集所開設 ゲート開放時間 招集時間 スタート

 1500m （小学生） 8時00分 8時05分～8時25分 8時20分 8時30分

 1500m （中学生） 8時30分 8時20分～8時35分 8時35分 8時45分

 ハーフマラソン 8時55分 8時55分～9時25分 9時20分 9時30分

 10km 12時25分 12時25分～12時55分 12時50分 13時00分

アリーナ

サブアリーナ

愛野駅方面

●トイレ

スタンド
（選手控所）

不用マスク回収

階段

階段

エコパスタジアム

選手動線

ナンバーカードの色によるブロック別整列順

◎10km・ハーフマラソン 白色 水色 黄色 緑色

白色 水色◎1500ｍ

注
意
事
項

★スタートライン手前での追い抜き禁止
★スタート後、マスク着用解除
★ゲート開放時間内での入場厳守

※各選手、自身のナンバーカードの色のブロックに
整列してください。

※色のブロック別の１分毎のウェーブスタートとな
ります（1500mの部を除く）。

招集所整列案内

●スタート前チェックリスト

下記項目（１～７）の中で、１つでも満たされない項目があれば、レース参加については、慎重に判断してください。

□ １．体温は平熱である、熱感はない
□ ２．疲労感は残っていない
□ ３．昨夜の睡眠は十分にとれた
□ ４．レース前の食事や水分をきちんと摂れた

□ ５．かぜ症状（微熱、頭痛、のどの痛み、咳、鼻水）はない
□ ６．胸や背中の不快感や痛みはない。動悸、息切れもない
□ ７．腹痛、下痢はない。吐き気もない

小笠山総合運動公園の常設トイレおよび、スタジアム２F
トイレをご利用ください。

●トイレ

①当日はクラウンメロンおよび大会記念Tシャツや法多山厄除
だんごの販売を行いますので是非ご購入ください。

②フォトコンテストを開催します。
　大会終了後～2022年12月18日までの期間にInstagram
にて#第34回袋井クラウンメロンマラソンのタグを付けて
写真を投稿してください。

③マッサージ・テーピング（無料）をスタジアム内で行っていま
すのでご利用ください。

●その他

折り返し過ぎに１か所設けます。

●給水

エコパスタジアム内のシャワー室、更衣室をご利用くださ
い。

●更衣室

スタジアムの観覧席が荷物置き場です。
監視員は配置しますが、自己責任のもとご利用ください。

●手荷物置場

◎ハーフマラソンは事前配送（クラウンメロン）
◎10km、1500ｍの方は参加賞を入場後にお渡しします。
お渡しの際に、ナンバーカードのチェックボックスに
チェックしますので、ナンバーカードを着けて来られる方
は、前面（胸側）にチェックボックスが付いたナンバーカー
ドを着けてください。

●参加賞引換え

10km参加者 記念Ｔシャツ
1500m参加者 さわやか商品券

1500m 7:00～
ハーフマラソン 7:30～
10km 11:00～

●ナンバーカード（ゼッケン）と
　ランナーズチップ（計測チップ）について
･当日、ナンバーカード（ゼッケン）およびランナーズチップを
お忘れになった場合は、再発行手数料としてそれぞれ
1,500円を徴収させていただきます。 大会当日まで保管に
は十分に注意し、お忘れにならないようにご注意ください。

・ランナーズチップは、ナンバーカードに同封の装着説明書を
参考にシューズに装着してください。

・ランナーズチップはゴール後回収させていただきます。万一
紛失された場合は、実費を請求させていただきます。

・ご都合により会場に来られない方は、お手数ですが同封され
ている「チップ返却用封筒」を使ってランナーズチップをご
返送ください。

〒152-8533
東京都目黒区原町1-31-9 
袋井クラウンメロンマラソン
計測タグ返却係行

ランナーズ
チップ返却先

●選手受付

事前にナンバーカードを郵送します。当日は、ナンバーカー
ド、ランナーズチップを忘れずにご持参ください。

当日会場にて体温チェック（検温）を実施します。
また、検温の際には「体調管理チェックシート（スマホもしく
は紙）」の提出を必ずお願いします。
提出の方にはリストバンドをお渡ししますので、必ず手首に
付けてください。 密を避けるため、受付時間を設定します。

●表彰（部門別）※詳細は要項をご覧ください

ハーフマラソン・10kmの部 1位～3位
1500mの部 1位～6位

●制限時間

ハーフマラソン・・・スタートから3時間
　　　　　　　　12：00頃に第1ゲート封鎖
　　　　　　　　12：30頃に第3ゲート封鎖

10km・・・スタートから70分 70分経過した時点で競技終了となります。

1500ｍ・・・スタートから10分 
※指定時間までに関門を通過できない場合には、競技を続行できません。
※レース走行中、交通状況により走者を停止させ、車両などを横断させる場合が
ありますので、係員の指示に従ってください。

※走者は原則として道路の左側を走り、中央線より右側は走らないでください。

●タイムスケジュール

大会当日：12月11日（日）

 6：30 駐車場オープン

 8：30 1500mの部（小学生）スタート

 8：45 1500mの部（中学生）スタート

 9：10 開会宣言

 9：30 ハーフマラソンの部スタート

 13：00 10kmの部スタート

◎全て1分毎のウエーブスタートとなります（1500ｍの部除く）。
◎密を避けるため、開会式は行いません。スタート整列時も含め、
会場内ではマスクを着用してください。

※レース中は外していただいても結構です。

●会　 場

小笠山総合運動公園内 エコパスタジアム
住 所：袋井市愛野2300-1

●開 催 日

2022年12月11日（日） 雨天決行
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