
大会名 感染症対策について

開催日

公益財団法人豊田市スポーツ協会設立70周年・法人化40周年記念事業

令和３年度豊田マラソン大会
とよたエールマラソン2021 ザ・チャレンジ

令和３年12月12日(日) ※雨天決行

会　場
豊田スタジアム

今回お送りしたもの
大会当日、②③④を忘れると走れません！
必ず持参してください。
①参加のご案内(本冊子)
②ナンバーカード１枚
③計測チップ(２kmジョギングを除く)
④シャトルバス利用券
　兼同行者健康チェックシート
⑤チラシ等
⑥参加賞等

大会スケジュール
7：30～9：00

9：30
9：33
9：50
10：30
10：45

参加者・同行者検問
2km中学生男女スタート
2km小学生男女スタート
2kmジョギングスタート
10km①スタート
10km②スタート

※スタート時刻の10分前までにスタート位
　置へ集合してください。

豊田マラソン大会実行委員会

★前日までの問合せ　大会事務局　　　
★当日の大会開催確認　電話音声案内　
★当日の大会会場(豊田スタジアム）

０５６５－３１－０４５１
０１８０－９９－３９３９(午前６時～正午)
０５６５－８７－５２００(午前７時～)

問
合
せ

①ウェーブスタートの導入、ナンバーカード等の事前送付などによる３
密対策を実施します。
②大会会場では、参加者へ体調管理チェック・検温を行います。発熱が
確認された場合は参加をお断りする場合があります。
③マスク着用、手指消毒など大会が求める感染症対策にご協力いた
だけない場合は、参加をお断りする場合があります。
④参加者以外の付添(家族など)については最小限にしてください。
⑤スタート直前及びゴール後はマスクの着用をお願いします。
⑥開会式、表彰式、出店、まちなかでのお汁粉・足湯の提供はありません。
⑦感染状況により、２㎞部門を中止、10㎞部門をオンラインに切り替
える可能性があります。
　大会当日に緊急事態宣言が発令された場合、大会を中止とすること
もあります。
　いずれの場合も参加料の返金はありません。

□以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせること。
□体調がよくない場合(例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
□過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察機関を必要とされている
国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合

□マスクを持参すること(競技中以外はマスクの着用をお願いします。)。
□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。
□他の参加者、主催者スタッフ等との距離(できるだけ２mを目安に最
低１m)を確保する(障がい者の誘導や介助を行う場合を除く)。
□イベント中に大きな声で会話、応援等をしないこと。
□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の
指示に従うこと。
□大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場
合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告
すること。

大会参加に伴い新型コロナウイルス感染症拡大防止のため必ず
ご確認ください。
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大会当日について ※当日の受付はありません。

豊田スタジアム北(N)・西(W2)ゲート(下図参照)にて７：30～９：00の間行います。時間に余裕を持って
ご来場ください。
検問では、健康チェックシート(携帯画面の提示または印刷)が必要です。また同行者は「シャトルバス利用
券兼同行者健康チェックシート」が必要です。裏面のチェックシートに事前にご記入いただき参加者と一緒
に、検問所にお越しください。詳細はP.４を参照して下さい。

■検問時間・場所について

参加者は、同封のナンバーカード裏面に緊急連絡先を記入してください。
大会当日、万が一の事故やケガの場合に連絡のとれるご家族の電話番号を記入
してください。

■ナンバーカード緊急連絡先記入

・豊田スタジアム内１階スタンド席(一部除く)が控所としてご来場の皆さま全
員利用できます。なお、２階～４階スタンド席は、利用できませんのでご注意ください。
・女性更衣室は東ゲート(E7ゲート)近く、男性更衣室は２階南東に設置します。女性、男性とも更衣のみ
で荷物は置けません。一度に入る人数を制限します。
・トイレは、スタジアム内トイレをご利用ください。コースにも、臨時トイレを設置します。コース図をご
確認ください。
・貴重品は、貴重品預り所をご利用ください。その際は、A４封筒に入るサイズに限りお預かりできます。
・10㎞参加者のみ利用できる荷物預り所を設置します。(貴重品は不可) ※預け及び受取は本人のみです。
　※貴重品及び10㎞荷物の受取は12：20までです。

■会場について（下図参照）

ナンバーカードの裏面
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スタートについて

競技中について

・ナンバーカードは見えるように付けてください。(ナンバーカードは一番外側の衣服に付けてください。)
また、公序良俗に反する服装での出場は、ご遠慮ください。

■服　　装

・コース上は交通規制を行いますが、大会関係車両が走行します。また、緊急車両通過の際は、進路の確保
にご協力をお願いします。
・10㎞コースの一部(水間町６～落合町)は、走路と車両通行車線がカラーコーンのみで区画されています。
カラーコーンをはみ出しての走行は大変危険ですので絶対におやめ下さい。

■走　　路

・各コースとも１㎞ごとに設置します。
■距離表示

■制限時間について ※全て号砲からの時間になります。

９：30スタート　２㎞中学男女
９：33スタート　２㎞小学男女
９：50スタート　２㎞ジョギング

【制限時間とは別に、下記地点・時刻でコース閉鎖を行います。】
1.15km地点(久澄橋西)

２㎞

10：09

10：30スタート　10㎞①
10：45スタート　10㎞②

※制限時間80分

※制限時間28分

【制限時間とは別に、下記地点・時刻でコース閉鎖を行います。】

2.3km地点(御立町１)
3.5km地点(上野町９)
4.3km地点(高橋町２)
5.8km地点(平成記念橋北)
8.3km地点(豊田大橋西)
9.1km地点(豊田スタジアム東)

10㎞

11：08
11：17
11：23
11：34
11：52
11：58

すべての競技が豊田スタジアムの場外(豊田スタジアム東交差点付近)からスタートします。

■2㎞ スタート整列
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■10㎞ スタート整列（ナンバーカードに印字された頭アルファベット記号がスタートブロックです。）



フィニッシュ・記録・表彰について

①コース、走行ラインはカラーコーンなどで指示します。
②制限時間を過ぎると走ることができません。
③スタート場所への集合は、係員の指示に従い速やかに移動してください。
④走行中、審判員・係員が競技続行不可能と判断した場合、競技を中止してください。
⑤本人以外の代理出走は一切禁止です。
⑥競技中の事故については、応急処置のみ行います。大会開催中の事故、傷病への補償は主催者が加入し
た保険の範囲内に限ります。
⑦2021年日本陸上競技連盟競技規則に準拠し、本大会規程により行います。
⑧緊急地震速報の発令等、安全確保のため競技を中断・中止する場合があります。

■競技規定

フィニッシュは、すべての部門スタジアム内になります。
フィニッシュ後、完走者全員にドリンクをお渡しします。
10㎞完走者にはフィニッシャータオルもお渡しします。

■フィニッシュについて

健康チェックシート
大会への参加にあたっては、11月28日(日)からの体温・体調記録などを入力した「健康チェックシート」の
提出・確認が必要となります。シートへの入力が確認できない場合、大会参加および会場への入場ができま
せんのでご注意ください。
入力にあたってはログインが必要となります。ログインするには、ランナー用健康チェックのページから、
ランネットに登録したメールアドレスおよび生年月日を入力してください。ログインできるのは11月28日
(日)からです。

競技部門(２㎞小中学・10㎞)は記録証、ジョギング(２㎞)は完走証を
WEBにて発行致します。詳細は大会終了後ホームページでお知らせします。

■記録について

新型コロナウイルス感染症対策のため当日の表彰はありません。
後日メダルと賞状をお送りします。(ジョギングを除く各部門の１位～３位)

■表彰について

競技部門参加者は、計測チップを‶シューズ"に装着し、フィニッシュまで外さないようにしてください。
●競技部門参加者は、フィニッシュ後、右図の芝生広場にてチップをはずし、必ずチップ回収箱へ返却し
てください。チップ回収箱でしか返却できません。チップの紛失、未返却の場合は、実費(300円)を請
求いたします。
●体調不良等により競技への参加を見合わせるランナーは、計測チップを同封の返信用封筒を使ってご返
却ください。
●途中棄権のランナー及びコース閉鎖により競技が続行できないランナーは、コース上の係員もしくは最
後尾のバス内にて計測チップを返却してください。

■計測チップについて（競技部門）

ランナー受付時、大会当日会場 での検門所に、健康チェック結果がわかるもの(以下二つの
うちどれか)をご提示ください 。なお 、二次元バーコードでの読み取りは行いません。　
①健康チェック結果が表示された画面をスマートフォンで表示する。
②健康チェック結果が表示された画面を印刷する

■大会当日健康チェックシートの掲示

※10㎞の部の途中棄権については、コース上の審判員・係員に申し出てください。
　コース閉鎖後は競技を続行できません。コースの一部は歩道も狭く、危険を伴いますので、必ず審
判員・係員の指示に従ってください。
　関門以外においても著しく遅れた場合は、競技を中止していただきます。また、最後尾を審判ラン
ナーが追走します。抜かれた時点で競技を終了していただきます。
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A トヨタテクニカルディベロップメント駐車場　

バス・自転車・バイクでお越しの方は、会場周辺の交通規制により運休及び
通行できない時間帯、場所がございますのでご注意ください。

▷シャトルバス利用券に記載の指定駐車場と時間
をご確認ください。
お申し込みの際に記載された希望駐車場と異なる場
合がありますので、あらかじめご了承ください。
▷シャトルバスの利用は有料です。
　※１名／200円(往復)
当日現金にて徴収いたします。乗車の際はお釣りのな
いよう、事前に人数分のお金をご準備ください。
▷指定駐車場から電車やバス・自転車・バイク・徒
歩への変更は可能です。
ただし電車やバス・自転車・バイク・徒歩から、自動車
(指定駐車場に駐車し、シャトルバスに乗車して来場)
への変更はできません。

指定された
駐車場と時間を守ってください。

指定駐車場のご案内

バス・電車・自転車・バイク・徒歩

B トヨタ自動車本社駐車場
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－ 1 －

令和3年度 豊田マラソン大会 協賛・協力
住友ゴム工業㈱、豊田信用金庫、トヨタ紡織㈱、トヨタ車体㈱、㈱ヒマラヤ、あいち豊田農業協同組合、トヨタ自動車㈱
ひまわりネットワーク㈱、東洋グリーン㈱、㈱クラチスタヂオ、㈱モダン装美、豊田鉃工㈱
㈱とよた山里ホールディングス、豊田まちづくり㈱、鈴木室内装飾㈱、㈱ホテル豊田キャッスル
㈱ガードリサーチ三河事業本部豊田支社、㈲猿投観葉、豊田総合ビルメンテナンス協同組合、㈱メンテック
豊田市駅前通り南開発㈱、豊田駅前開発㈱、豊田市駅東開発㈱、名古屋東部陸運㈱、㈱日本クリーナー
㈱夢住力、㈲東海スポーツフィールド、㈲豊和事務機、小島プレス工業㈱
（公社）愛知県宅地建物取引業協会豊田支部、東名印刷㈱、㈲エーススポーツ、㈱やまもと、㈱フィールダー
ありらん食堂、三河印刷㈱、豊田警備業協同組合、㈱トキワ葬祭　ほか

■協賛団体（順不同）

■協力団体（順不同）
豊田警察署、愛知県交通安全協会豊田支部交通指導員部会、（一社）豊田加茂医師会、豊田市区長会
トヨタ紡織ボランティアセンター、㈱東海理化、豊田大谷陸上競技部、（一社）豊田青年会議所
（一社）豊田市身障協会、豊田ロータリークラブ、トヨタボランティアセンター、㈱大垣共立銀行豊田支店
トヨテツボランティア倶楽部、住友ゴムGENKIチーム、豊田市スポーツ推進委員協議会
豊田市職員労働組合連合会、大豊工業㈱、豊田市青少年センター高校生ボランティア、㈱植田自動車
豊田商工会議所、豊田市商業連合協同組合、トヨタ自動車㈱、トヨタテクニカルディベロップメント㈱
㈱名古屋医理科商会、豊田市消防本部、スポーツボランティアとよた　ほか
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5-20-1

6373



－ 7 －

COMOsquareのお得なクーポン情報、
イベント情報などはアプリでチェック!!



－ 8 －

葬儀・家族葬は安心・信頼のトキワ葬祭へ

お葬式のご相談・会場見学 随時受付しております
365日24時間受付
葬儀専用ダイヤル
0120－32－3576

トキワ斎苑
森町6－74

TEL0565－89－1688

家族葬専用ホール
セレモニーホール丞閣
野見山町3－21－65
TEL0565－89－1141
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