念

校

©成田市２００９

会場

中台運動公園陸上競技場

◎JR成田駅西口より徒歩約8分
◎京成成田駅より徒歩約10分

申 込 期 間

会場へのアクセス

ハーフ・
10km・3km

定員

5,000名

大会ホームページ

2022年7月22日
（金）
〜8月26日
（金）
インターネットからお申し込みください。
詳しくは大会ホームページをご覧ください。

※競技場の周辺および会場には、
駐車場はございません
ので公共交通機関をご利用の上、
来場してください。

■主催：2022成田POPラン大会実行委員会
■主管：成田市陸上競技協会

種目

お問い
合わせ

〒286-8585 千葉県成田市花崎町760
2022成田POPラン大会実行委員会事務局
（成田市シティプロモーション部 スポーツ振興課内）
TEL.0476-20-1584
Email shosport@city.narita.chiba.jp

大会ホームページOPEN! ▶ http://www.narita-pop-run.jp/
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念

校

大

会

要

項

■期
■会

日 令和4年11月13日（日）
場 中台運動公園陸上競技場
スタート・フィニッシュ
■開場時間 7時30分

※選手の受付はありませんので、スタート時間までに余裕を
もって会場にお越しください。

■スタート ①ハーフマラソンの部…………………………… 9時30分
②10kmの部… ……………………………………… 9時50分
③3kmの部（中学生以上）……………………… 10時00分
④3kmの部（小学生・オープン）……………… 10時05分
■種

※スタート時間が従来から変更になっています。
ご注意ください。

目 ◎一般の部
◎成田市民の部（市在住・在勤・在学者限定）

種目／参加料／定員（計5,000名）
種目／部門
ハーフマラソンの部

㎞の部

10

３㎞の部 （※
）

2

男子16歳〜39歳
男子40歳代
男子50歳代
男子60歳代
女子16歳〜39歳
女子40歳以上
男子16歳〜39歳
男子40歳代
男子50歳代
男子60歳代
女子16歳〜39歳
女子40歳以上
小学生男子の部
中学生男子の部
一般男子の部
小学生女子の部
中学生女子の部
一般女子の部
オープンの部

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

■記

■表
彰
■記 録 証
■参 加 賞
■参加通知
■注意事項

種目番号／参加料／店員
一般の部
成田市民の部（※1）
20
21
22
3,600円 2,400名
3,000円 350名
23
24
25
26
27
28
3,500円 900名
3,000円 400名
29
30
31
1,500円
32 1,000円
2,000円
33 1,500円
3,500円
34 3,000円
1,500円 350名
35 1,000円 600名
2,000円
36 1,500円
3,500円
37 3,000円
3,500円
38 3,000円
※1 成田市在住・在勤・在学者

録

※2 実測距離は3.1km

■制限時間 ・ハーフマラソンの部…2時間30分以内
・10kmの部…70分以内

・3kmの部……制限なし
■参加資格 ◎制限時間内に完走が可能で、健康な方。
◎ハーフマラソンの部は、16.6km地点（外小代公園）
に関門を設けます。12時00分までに通過できない選
手については、ランナーズチップを回収し、競技を
中止していただきます。
◎ハーフマラソンの部、10kmの部及び3km一般の部

については、中学卒業以上が対象です。
◎18歳未満の参加者は、保護者の出場承諾が必要です。
◎3kmオープンの部は、小学生と一緒に走りたい方が
対象です。年齢・性別を問いません。記録計測は行
いますが、順位は出ません。
ランナーズチップを使用します。グロスタイム（スター
ト号砲からゴールまで）のみの計測となります。
各部門の8位までを表彰します（オープンの部を除く）。
完走者全員にWEB記録証を発行します。
大会オリジナルグッズ
主催者側より「参加通知書」及びナンバーカード、計
測チップを送付しますので、当日忘れずにお持ちくだ
さい。
（通知書は、大会2週間前に送付予定）
①競技規則は、令和4年度日本陸上競技連盟の競技規
則に準じます。
②年齢は、大会当日を基準とします。
③9時30分〜11時30分までは、交通規制を行いますが、
以降は、信号を守って走っていただきます。走行状況
によっては歩道を通行していただく場合もあります。
④主催者は、傷害保険に加入いたしますが、傷病やそ
の他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を
負いません。保険証の写し等を持参してください。
⑤大会日以前および当日において、体調のすぐれない
方は、勇気をもって大会を辞退してください。
⑥申込後の種目変更、キャンセルはできません。但し、
不参加で参加賞を希望される方は、郵送（着払い）
にて申し受けます。
⑦手荷物は所定の場所でお預かりいたします。盗難、
紛失等は、責任を負いかねますのでご注意ください。
⑧小学生は、保護者同伴で来場してください。
⑨競技場の周辺（駐車禁止区域）および会場には、駐
車場はございませんので公共交通機関を利用の上、
来場してください。
⑩年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正
出走）は認めません。その場合出場が取り消されます。
⑪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は主催者に属します。
⑫社会情勢により、大会が実施できない場合、返金は
行いませんのでご了承ください。
⑬当日はマスクの着用及び検温にご協力をお願いいた
します。
⑭入口において、感染症チェックリストをご提出して
ください。
⑮大会終了後、2週間以内に発熱等の症状があった場
合には、最寄りの保健所・診療所等に相談後、大会
主催者に報告してください。

新型コロナウイルス感染症対策について
・大会開催日 1 週間前から、体調チェックシートに記入をし、当日の入口で係員
に提出してください。
（体調チェックシートは、大会ホームページからダウン
ロードしていただけます。）
・入口での検温で 37.5℃以上の熱のある方は、ご参加いただけません。
・無観客で開催いたします。中台運動公園内、沿道での応援はご遠慮くださいま
すようお願いいたします。（ただし、小学生以下の選手への付き添いの方は、
選手につき 1 名のみとします。）

申込方法

・更衣室の入場規制を行うため、ご案内に時間がかかる可能性があります。
あらかじめ自宅で着替えていただくなどのご協力をお願いいたします。
・給水は蓋つきの紙コップで行います。飲み終わったカップは所定のごみ袋
に捨ててください。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のダウンロードにご協力
をお願いします。

大会ホームページからお申し込みください。（今年度は郵便振替による申込はできません。）
●定員は5,000名です。定員になり次第締め切ります。

大会ホームページ

申込期間 2022年7月22日（金）〜8月26日（金）

インターネットから下記のURLにアクセスし、大会エントリーページの指示に従ってお申し込みください。
支払方法は、
お申し込みの際にお選びいただけます
（クレジットカード、
コンビニ、ATMなど）。
※エントリーの際はRUNNETへの会員登録（無料）
が必要です。
※エントリー手数料：支払総額4,000円までは220円、4,001円以上は5.5％（税込）

http://www.narita-pop-run.jp/

QRコード対応を使うと、
申込サイトに簡単に
アクセスできます。

の対象大会です。出走権を譲りたい方、締め切り後の大会にエントリーしたい方は下記期間に手続きを行ってください。
サービスの詳細は上記をご覧ください。

〈ゆずれ〜るエントリー期間〉
2022年7月23日（土）
〜9月2日（金）
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