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ぎふ清流ハーフマラソン 2023 
大会要項 

 
大会名称 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン 2023 （英文名：Gifu Half Marathon 2023）  
 

主 催  高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン実行委員会 

構成：一般財団法人岐阜陸上競技協会、岐阜県、岐阜市、 
公益財団法人岐阜県スポーツ協会、中日新聞社 

 
後 援 公益財団法人日本陸上競技連盟、岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、 

岐阜市スポーツ協会、一般社団法人岐阜県観光連盟、テレビ愛知、 
岐阜新聞社、岐阜放送 

 
主 管 一般財団法人岐阜陸上競技協会 
 
協 力 岐阜市消防本部、岐阜市自治会連絡協議会、 

岐阜市商店街振興組合連合会、岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会、 
公益財団法人岐阜観光コンベンション協会、岐阜市旅館ホテル協同組合、 
岐阜長良川温泉旅館協同組合、公益社団法人岐阜青年会議所、岐阜市医師会、 
岐阜市スポーツ推進委員連絡協議会、岐阜市スポーツ指導員連絡協議会、 
岐阜市スポーツ少年団本部、日本赤十字社岐阜県支部、川原町まちづくり会、 
一般社団法人岐阜県レクリエーション協会 

 
種 目 ① ハーフマラソン（※ウェーブスタートを実施） 
 
開催日時 2023年 4月 23日（日） 
  9:00 ハーフマラソン 第 1ウェーブスタート 

9:10 ハーフマラソン 第 2ウェーブスタート     
  9:20 3㎞ スタート 
  9:45 3㎞ 競技終了 
  12:05 ハーフマラソン 競技終了 

 
    
メイン会場 岐阜メモリアルセンター（岐阜市長良福光大野 2675-28） 
 
コ ー ス ① ハーフマラソン 

  岐阜メモリアルセンター長良川競技場～（金華橋通）～岐阜駅～（金華橋通）～ 
 川原町界隈～（長良川左岸堤防道路）～千鳥橋～（長良川右岸堤防道路）～長 
 良川プロムナード～金華橋北詰～岐阜メモリアルセンター長良川競技場 
※ワールドアスレティックス（ＷＡ）/ＡＩＭＳ公認コース、日本陸連公認コース、高橋尚子 
さん監修コース 

 
競技規則 2022-2023年ワールドアスレティックス（WA）並びに 2023年度日本陸上競技連盟規則 

及び本大会規定によります。また、本大会は、WAが認定するラベル大会のため、WA  
Road Race Label Regulations（WAロードラベリング規定）・WA Advertising  
Regulations（WA広告規定）も適用されます。WAの規則によりドーピング検査を実施 
します。 
 
 

関門時刻 交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設けます。関門以外においても著しく遅れた
場合は、競技を中止する場合があります。 
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  ① ハーフマラソン 
関門     閉鎖時刻 

  5.8km（裁判所前交差点）   10:10 
10.1km（鵜飼い大橋南東交差点）  10:40 
13.2km（千鳥橋北交差点）  11:00 
17.3km（岐阜グランドホテル駐車場） 11:32 
フィニッシュ（長良川競技場）  12:05 

 
 
参加資格 ① ハーフマラソン （１部＝日本陸連登録競技者、2部＝一般） 
    ＝大会当日満 18歳以上で 2時間 50分以内に完走できる男女 
     ※日本陸連登録競技者が 2部に参加した場合、記録は公認されない。 
          ◇招待競技者 
           ＝国内外で開催されたマラソン、ロードレース等で優秀な成績を収めた選手を招待 
 
 
そ の 他  1) 主催者の責によらない事由で大会中止となった場合、参加料の返金は行いません。 

2) 大会参加に際しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診するなど体調に  
は万全の配慮をしてください。 

3) 競技中の事故についての応急処置は主催者で行いますが以後の責任は負いません。 
4) 本大会は国内の関連するすべての法律を遵守し実施します。 
5) 「スポーツを通じた社会貢献」を目標として、ランナー・ボランティア・大会関係者全体 
でチャリティーに取り組みます。 
 

 
個 人 情 報        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を 
について 遵守し、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。大会参加者

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、大会協賛・協
力・関係団体からのサービスの提供、記録発表（ランキング）等に利用します。また、主
催者もしくは委託先から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。 

 
 
ドーピング    1.本競技会は、ワールドアスレティックス アンチ・ドーピング規則および規程、もしくは 
コントロール      日本アンチ・コントロール ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会で

ある。本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿又は血液 （或いは両方） の採
取が行われる。該当者は指示に従って検査を受けること。 

2.ＴＵＥ申請について 
禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で使わざるを得 
ない競技者は“治療使用特例（TUE)”の申請を行わなければならない。詳細について
は 、 日 本 陸 上 競 技 連 盟 医 事 委 員 会 の ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/）、又は日本アンチ・ドーピング機構ホ
ームページ（http://www.playtruejapan.org/）を確認すること。 

3.競技会時、ドーピング検査の対象となった場合、顔写真付きの身分証明書が必要とな 
る。顔写真のついた学生証、社員証、運転免許証、顔写真が鮮明なパスポートコピー
などを持参すること。 

4.本競技会参加者は、競技会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング規程にした
がい、ドーピング・コントロール手続の対象となることに同意したものとみなす。 

5.本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種
類を問わず）を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動
等個人的諸事情によりドーピング検査手続を完了することができなかった場合等は、
アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規則違反と判断さ
れた場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので
留意すること。 
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6.競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競  
技/運動終了後 2 時間の安静が必要となるので留意すること。 

7.日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団 
法人日本アンチ･ドーピング機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確
認すること。 

 
 

申込規約・誓約   ◎大会申し込みに際して、参加者は下記の注意事項をよくお読みいただき、同意いただ
いた上でお申し込みください。  

              ※本要項内「【重要】新型コロナウイルス感染症に関する対策と措置について」の内容を 
必ずご確認いただくようお願いいたします。 
1. 大会要項を理解した上で申し込みします。 
2. 参加申込は 1人 1種目に限り、申し込み後の種目変更はできません。また、年齢・性

別・記録等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。個人も
しくは団体での不正出場が判明した場合、出場が取り消されるばかりでなく、今後の
本大会への申し込み自体ができなくなる場合があります。 

3. 大会での代理出走、権利譲渡はできません。こうした行為が判明した場合は失格と
なります。その場合、主催者はいかなる補償もいたしません。 

4. 日本陸連登録者は、申込みの際に所属名を日本陸連登録どおり、正確に記入してく
ださい。 

5. 公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催者は一切責任を負いません。 
6. 大会参加に関しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診するなど体調に 

は万全の配慮をしてください。疾患の疑いがある場合は医師と相談の上で参加してく 
ださい。 

7. 主催者は競技中の傷病や事故に際し、応急処置を行いますが、主催者の故意又は
重大な過失によるものを除いて一切の責任を負いません。主催者の軽過失による場
合は次項の傷害保険の限度で責任を負うものとします。 

8. 主催者としては、次に挙げる傷害保険に加入しますが、それ以上の補償を求める方 
は各自で加入してください。「死亡・後遺障害 200 万円、入院保険金日額 1,500 円、
通院保険金日額 1,000円」 

9. 手荷物は所定の場所で保管できますが、盗難、紛失、亡失等については主催者の
故意又は重大な過失によるものを除いて一切の責任を負いません。主催者の軽過
失による場合は参加料相当額の限度で責任を負うものとします。 

10. 大会中、事故や火災等の非常事態が発生した場合、コース上を緊急車両が優先通 
行することがあります。その場合、警察官や消防官および競技役員の指示に従って
ください。 

11. 幕、プラカード等による主張や宣伝行為はできません。また、仮装に関しては主催者
の定めるガイドライン（HP 参照）を遵守し、良識ある服装で走っていただくようお願い
します。係員の指示に従わない場合は、競技の出場を認めない場合があります。ま
た、その際の参加料は返金いたしません。 

12. 日本陸連登録者で希望する方には公認記録証（手数料：500円）を発行します。大会 
当日にお申し込みください。後日郵送にてお届けします。 

13. ゴミは各自でお持ち帰りください。 
14. エントリー情報の内容を、本大会の中日新聞の報道で使用させていただくことがあり 

ます。 
15. 大会中に関する映像・写真・記事・記録・申込者の氏名、年齢、住所（国名、都道府 

県名または市町村名）等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像 
権は主催者に属します。 

16. 日本陸上競技連盟 RunLinkエイジランキングへのデータ提供について 
本大会は、日本陸上競技連盟が実施する RunLink エイジランキング（公認大会全体
のタイム順ランキングです。ランキングには、エリートランナーを含む参加ランナー全
てのリザルトが含まれます）に参加しています。住所（県・市レベル）の他、氏名、ゼッ
ケンナンバー、生年月日、性別、ネットタイム・グロスタイム、順位を提供します。掲載
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を希望しない方は、日本陸上競技連盟（TEL：050-1746-8410）までご連絡ください。 
17. 大会に関する写真等を一般的に販売（業者に委託して行う場合を含む。）することが 

あります。 
18.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。 
19.上記の申込規約のほか、主催者が別途定める競技注意事項に則して開催します。 

 
 
問い合わせ ぎふ清流ハーフマラソン 選手担当：鶴見（つるみ） 

TEL：052-221-0737（中日新聞社スポーツ事業部内） MAIL：tsurum.k@chunichi.co.jp 
大会公式ホームページ https://www.gifu-marathon.jp 

 

  

mailto:tsurum.k@chunichi.co.jp
https://www.gifu-marathon.jp/
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【重要】新型コロナウイルス感染症に関する対策と措置について 
 
以下の内容をよくお読みいただき、ご了承いただいたうえでお申し込みください。 
 
①大会が実施する感染症対策について 
本大会は政府・スポーツ庁や日本陸上競技連盟から発信される感染症対策に関する注意事項等を参考
とし、状況に合った感染症対策（健康チェックシートの記録提出、感染症検査、当日の検温等）を検討・実
施します。発熱症状が認められる場合等、大会が定める「参加基準」を満たさない場合は大会への参加
や会場への入場をお断りすることがあります。 
※具体的な「参加基準」については決定次第ご案内いたします。 
 
②参加にあたっての要件について 
大会が求めるマスク着用、手指消毒、行動に関するお願いなどの感染防止対策に従っていただけない場
合は、参加をお断りする場合があります。 
 
③個人情報の取り扱いについて 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、行政機関より個人情報の提出を求められた場合に限り、
適切な方法で個人情報を要請のあった行政機関に提出することがあります。 
 
④本要項の記載事項について 
本要項に記載された事項は新型コロナウイルス感染状況により緩和・追加など変更されることがあります。 


