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FAX 0837-22-6487 観光政策課 宮本 啓治 山田 高大 

件 名 
第 6 回ＪＡＬ 向津具（むかつく）ダブルマラソン募集開始 

～ぶち…走りたくなる浪漫海道がここにありました～ 

 

今年もＪＡＬの特別協賛により、「むかつく」激坂と風光明媚なスポットを巡るコース、

エイドでの地元特産品や地域のボランティアスタッフのおもてなしが待つ、「第 6回ＪＡＬ 

向津具ダブルマラソン」を開催します。 

大会開催に先立ち、以下のとおり参加募集を開始しますので、告知についてご協力をよ

ろしくお願いします。 

 

 

１.大会概要  

 大 会 名  第 6回 JAL 向津具ダブルマラソン 

 開 催 日  令和 4年 6月 12日（日） 

 場 所  油谷総合運動公園 スタート・ゴール（長門市油谷河原 2016番地） 

 ゲ ス ト  川内 優輝（あいおいニッセイ同和損害保険所属） 

 

２.募集期間 

 日 時  令和 4年 1月 14日（金）～3月 13日（日） 

        ※インターネット申し込みは 20 時受付開始となります。 

 申込方法  ランネット（https://runnet.jp/） 

       専用振替払込用紙 

       ふるさと納税（JALふるさと納税・ふるさとチョイス・市特設サイト） 

       長門市観光コンベンション協会（https://nanavi.jp/） 

 

種 目 参加資格 距 離 募集定員 参加料 
ｽﾀｰﾄ 

時刻 

ダブルフルマラソン 18歳以上 84.39km 629人 13,000 円 AM 6:00 

シングルフルマラソン 18歳以上 42.195km 629人 8,000 円 AM 8:30 

棚田ウォーク 小学生以上 約 30km 300人 

4,000 円 

小学生 

2,500円 

AM 9:00 

 

３.大会ＨＰ  https://www.mukatsuku-w-marathon.com/ 

 

４.添 付  募集要項・新型コロナウイルス感染症防止の為のガイドライン 

 



■宿泊のご案内

■ JALダイナミックパッケージのご案内

近隣には長門湯本温泉、俵山温泉をはじめとした観光
地を伴う宿泊施設がございます。
下記へお問合せ下さい。
 ● 湯本温泉旅館協同組合　0837-25-3611
 ● 俵山温泉合名会社　　  0837-29-0001
 ● 油谷湾温泉ホテル楊貴館　0837-32-1234

航空機でお越しになられる方は、宿泊とセットとなった
JAL ダイナミックパッケージを是非ご利用ください。
〈PC〉
https://www.jal.co.jp/domtour/jaldp/mukatsuku_
marathon/
〈スマートフォン〉
https://sp.jal.co.jp/domtour/jaldp/mukatsuku_
marathon/
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[ 広島方面 ] 美祢 ICー国道 435 号ー国道 316 号ー長門市　約 30 分
[ 九州方面 ] 美祢西 ICー県道 33号ー国道 435号ー国道 316号ー長門市　約 45分
[ 山口宇部空港 ] 山口宇部空港ー国道 190号ー県道 71号ー国道 316号ー長門市　約 80分
[ 新山口駅 ] 新山口駅ー県道 353号ー国道 9号ー県道 28号ー県道 31号ー国道 316号ー長門市　約 60分

[ 広島方面 ] 美祢 ICー国道 435 号ー国道 316 号ー長門市　約 30 分
[ 九州方面 ] 美祢西 ICー県道 33号ー国道 435号ー国道 316号ー長門市　約 45分
[ 山口宇部空港 ] 山口宇部空港ー国道 190号ー県道 71号ー国道 316号ー長門市　約 80分
[ 新山口駅 ] 新山口駅ー県道 353号ー国道 9号ー県道 28号ー県道 31号ー国道 316号ー長門市　約 60分

■長門市観光・特産品

2020年春にリニューアルした長門湯本温
泉。温泉街のシンボル「立ち寄り湯 恩湯」
の再建や、星野リゾート 界 長門のオープ
ンに加え、山口県初の川テラスや飛び石、
幻想的な夜間照明が整備され、レストラン
やカフェなども続々とオープン。音信川沿
いに広がるオソト天国・長門湯本温泉のそ
ぞろ歩きをぜひお楽しみください。

長門市の新鮮な魚介や水産加工品、地鶏
などを購入できる直売所のほか、レストラ
ン、カフェ、パン屋などがあります。直売
所で買った食材をその場で焼いて食べる
ことができるバーベキュー場もあります。
住所／長門市仙崎4297-1
営業時間／9:00～18:00
TEL／0837-27-0300

長門市は焼き鳥店舗数が日本トップク
ラスのまちです。長門の焼き鳥の食べ方
で他の地域と大きく違うのはガーリック
パウダーの存在です。焼き鳥店には必ず
ガーリックパウダーと一味、七味の唐辛
子が置かれ、好みに応じてかけて食べる
のが長門のスタイルです。

山口県オリジナルの柑橘で、爽やかな香
りとまろやかな酸味が特徴。果汁が多
く、醤油との相性が抜群です。大会のエ
イドでは、長門ゆずきちを使用した「ゆ
ずきちゼリー」を提供します。

長門湯本温泉

センザキッチン やきとり 長門ゆずきち
広大な日本海を背に連なる123基の赤
い鳥居が印象的。高台にある大鳥居の
上部、高さ約5ｍの位置には賽銭箱が
設置されており、投げ入れることができ
れば願い事が叶うと言われています。

元乃隅神社

■お問い合わせ
JAL 向津具ダブルマラソン実行委員会事務局
〒759-4192  山口県長門市東深川1339番地2  長門市経済観光部観光政策課内
TEL 0837-23-1295　　FAX 0837-22-6487

山口県長門市

島根県
広島県

福岡県



■大　 会　 名　　第６回　ＪＡＬ　向
む か つ く
津具ダブルマラソン

■開　 催　 日　　令和４年６月12日（日）　雨天決行
■メ イ ン 会 場　　長門市油谷総合運動公園　スタート・ゴール
■開  催  場  所　　長門市油谷地区・日置地区
■主　　　　催　　JAL 向津具ダブルマラソン実行委員会
■共　　　　催　　長門市
■後　　　　援　　山口県　長門市陸上競技協会（予定）
■特  別  協  賛　　日本航空
■協　　　　賛　　伊藤園　ロッテ
■協　　　　力　　長門警察署　山口県長門土木建築事務所　
　　　　　　　　　長門市スポーツ推進委員協議会
■日　　　　程　　６月11日（土）
　　　　　　　　　　14：00　前日受付（全種目）※18：30まで
　　　　　　　　　　17：00　開会式・交流会　※18：30終了予定
　　　　　　　　　６月12日（日）
　　　　　　　　　　 ４：30　受付・貴重品預かり　※5：30終了
　　　　　　　　　　　　　　（ダブルフルマラソン）
　　　　　　　　　　 ５：50　スタートセレモニー
　　　　　　　　　　 ６：00　ダブルフルマラソン・スタート
　　　　　　　　　　 ６：30　受付・貴重品預かり　※７：30終了
　　　　　　　　　　　　　　（シングルフルマラソン）
　　　　　　　　　　 ７：30　受付・貴重品預かり　※８：30終了
　　　　　　　　　　　　　　（棚田ウォーク）
　　　　　　　　　　 ８：30　シングルフルマラソン・スタート
　　　　　　　　　　 ９：00　棚田ウォーク・スタート
　　　　　　　　　　16：30　シングルフルマラソンゴール制限時間
　　　　　　　　　　19：00　ダブルフルマラソンゴール制限時間
　　　　　　　　　　　　　　  棚田ウォークゴール制限時間
■種目・参加資格・定員・スタート時間・制限時間・参加料

※参加資格、参加料は大会当日の年齢とします。
■受　　　　付

※当日受付の場所がラポールゆやに変更となります。ご注意ください。
■関　　　　門　　 大会の円滑な運営及び安全確保の観点から、数か所の

関門を設けます。
　　　　　　　　　関門の設定の目安
　　　　　　　　　・ダブルフルマラソン　　 ９分／㎞
　　　　　　　　　・シングルフルマラソン　11分／㎞
　　　　　　　　　・棚田ウォーク　　　　　20分／㎞
■申  込  期  間　　令和４年１月14日（金）〜３月13日（日）
　　　　　　　　　※インターネット申込は20：00受付開始となります。
　　　　　　　　　※各種目定員になり次第、募集を締め切ります。

■部 門 ・ 表 彰　　 ダブルフルマラソン・シングルフルマラソンの完走者には完走
メダルを贈呈し、総合・年代別に上位入賞の男女を表彰します。

　　　　　　　　　 元乃隅神社前から千畳敷エイドまでの区間を対象とし、
激坂賞を設定・表彰します。

　　　　　　　　　※棚田ウォークの表彰はありません。
■参　 加 　賞　　 全種目  Tシャツ又はタオル　
　　　　　　　　　 ※Tシャツ又はタオルをお選びください。

　　　　　　　　    Ｔシャツはサイズを選択してください。未選択の場
　合は、男性Ｌ、女性Ｍとします。

■スタート・計測　　 4月下旬時点の新型コロナウイルス感染症の状況により、
スタート方法及びタイム計測方法を決定します。

　　　　　　　　　( ウエーブスタート・ブロックスタート、ネットタイム計測・グロスタイム計測)
　　　　　　　　　 申込時に目標タイムを申告してください。未記入の場

合は主催者が振り分けを行います。
■記　　　　録　　 完走（歩）者には完走証を発行します。ネットタイム計

測とした場合、発行する完走証には氏名・種目・タイ
ムのみを表示し、順位は表示されません。順位は後日
大会HPで公表する大会結果を確認し、ご自身で記入
してください。※棚田ウォークの順位公表はありません。

　　　　　　　　　 紙媒体での記録一覧を希望される方は、大会当日に受
付し、後日郵送します。（有料200円）

■交 　流 　会　　 大会前日開会式・交流会をラポールゆやで開催します。
同伴者も参加費を支払えば参加できます。

　　　　　　　　　 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催方
法の変更又は中止となる可能性があります。中止となっ
た場合は、参加費を返金します。

　　　　　　　　　（定員先着100名　参加費1,000円　要事前申込）
■シャトルバス　　 交流会及び大会当日の無料シャトルバスを運行します。
　　　　　　　　 【６月11日（土）】（前日受付のみの方も利用可）
　　　　　　　　　《往復》［長門湯本温泉］ ⇔［ラポールゆや］
　　　　　　　　　　　　 ［長門市駅南口］ ⇔［ラポールゆや］
　　　　　　　　　《帰り》［会場］ ⇒［長門湯本温泉］
　　　　　　　　　　　　 ［会場］ ⇒［長門市駅南口］
　　　　　　　　 【６月12日（日）】（選手のみ利用可能）
　　　　　　　　　《行き》［長門湯本温泉］ ⇒［長門湯本駅］ ⇒［会場］
　　　　　　　　　　　　 ［長門市駅南口］ ⇒［ 人 丸 駅 ］ ⇒［会場］
　　　　　　　　　《帰り》［会場］ ⇒［人丸駅］ ⇒［黄波戸温泉］
　　　　　　　　　　　　 　⇒［長門市駅南口］ ⇒［長門湯本温泉］
　　　　　　　　　会場からは13：00以降基本１時間間隔程度で発車します。
　　　　　　　　 （最終19：30発）
　　　　　　　　　《随時運行》［ラポールゆや］ ⇔［会場］
　　　　　　　　　 山口宇部空港発着のJAL便に合わせ無料シャトルバスを運行します。
　　　　　　　　　《行き》６月11日（土） ［山口宇部空港］〜［長門湯本温泉］
　　　　　　　　　　　　　　　　　    〜［長門市駅南口］〜［ホテル楊貴館］
　　　　　　　　　《帰り》６月13日（月） ［ホテル楊貴館］〜［長門市駅南口］
　　　　　　　　　　　　　                〜［長門湯本温泉］〜［山口宇部空港］
　　　　　　　　　※ バスの発車時間及び乗車場所等は５月中旬に発送す

る参加者案内でご確認ください。
■メディカルランナー　　 医師・看護師・救急救命士の資格をお持ちの方を対象

に、メディカルランナーを募集します。詳細は大会 HP
掲載の募集要項をご確認ください。

　 　　　　　　　（https://www.mukatsuku-w-marathon.com/news/211216medical）

種　目 参加資格 定 員 スタート時間 制限時間 参加料

ダブルフルマラソン 18歳以上 629人 AM6：00 13時間 13,000円

シングルフルマラソン 18歳以上 629人 AM8：30 8時間 8,000円

棚田ウォーク 小学生以上 300人 AM9：00 10時間 4,000円
小学生 2,500円

大 会 要 項

大 会 の
特 徴

注 意 事 項 申 込 規 約 参加申込者は下記申込規約に同意した上で、本大会にお申し込みください。

❶参加選手は必ず大会役員の指示に従ってください。
❷ 大会中の事故については応急処置を行いますが、その後の処置については、一切の責任
を負いかねます。

❸ 大会参加者全員に対し主催者側が１日レクレーション保険に加入しますが、それ以上の補償に
ついては負いかねます。補償内容に不安がある方は個人で保険に加入されることを推奨します。

❹ 大会運営上関門を設け、制限時間内に関門を通過できない方は競技を中止していただきま
す。制限時間終了後は送迎車に乗車していただきますので、必ず係員の指示に従ってください。

❺ 本大会は一般道を使用して実施します。ダブルフルマラソン・シングルフルマラソンの参加
者は道路の左側１m以内を走行してください。棚田ウォーク参加者は交通法規を遵守し、歩
道がある区間は歩道を、歩道が無い区間は道路の右側を通行してください。

❻ 応援車両のコースへの進入は禁止します。応援車両を発見した場合は被応援選手を失格
処分にします。また、大会参加者以外のエイド利用を禁止します。

❼ 大会前や競技中に悪天候等の理由により、主催者が予定どおりの大会実施が不可能と判
断した場合は、大会を中止・縮小・変更することがあります。その場合、参加費の返金
はできませんので予めご了承ください。

❽ 視覚障がいをお持ちの方が参加される場合、伴走者有の記入をお願いします。参加者自身で伴走者
を確保され、伴走者は大会の注意事項等を参加者に必ずお伝え下さい。伴走者の参加料は無料です｡

１. 私は大会要項に記載されていることを正しく理解し、遵守して大会に参加します。
２. 私は心疾患・疾病等がなく、健康に留意し、傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任に

おいて大会に参加します。
３. 私が被害者または加害者となる事故が発生した場合、原因の如何を問わず自己責

任において処理し、主催者および関係者に一切の責任を追及しません。
４. 私は大会中に負傷あるいは発病した場合、またはこれらに基づく後遺症が発生した場合あ

るいは死亡した場合においても、主催者の加入している保険以外の補償を請求しません。
５. 私は大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに意義ありませ

ん。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。
６. 私はエントリー完了後の自己都合によるキャンセル、悪天候、地震、事故、事件、感

染症の拡大、疾病等による大会中止・縮小の場合の参加料の返金は求めません。
７. 私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）は本大会への参加を承諾しています。
８. 私は大会中に撮影された参加者の写真や氏名については、大会に関する広告

および報道等で使用することを認めます。 
９. 主催者は個人情報保護に関する法令を厳守して参加者の個人情報を取り扱います。また、

個人情報を今後、長門市が主催または共催する関連イベントの参加案内に利用します。
10. 私は、主催者が定める別紙「新型コロナウイルス感染症防止の為のガイドライン」を事前

に確認し、当該対策に協力します。また、大会当日に提出する体調チェックシートには、虚
偽の記載をしません。

※1 搭乗期間・座席数・便には限りがございます。航空券の利用期間は2022年７月１日〜2022年12月15日（搭乗禁止期間あり）です。航空券以外の費用はすべてお客様負担となります。
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日　付 場　所 時　間
6月11日（土） ラポールゆや 全種目 14：00〜18：30

6月12日（日） ラポールゆや
ダブルフルマラソン  ４：30〜 ５：30 

シングルフルマラソン  ６：30〜 ７：30
棚田ウォーク  ７：30〜 ８：30

400m

200m

0m
0km 5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km 45km 50km 55km 60km 65km 70km 75km 80km

GOAL GOAL

アップダウンの激しい難コースですが、
向津具半島の素晴らしい絶景が参加者をお迎えします。

エイドステーションでは長門市の美味しい食材と
スタッフのやさしさが参加者を癒します。

シングルフルマラソンは８時間の時間設定、
フル初完走も夢ではありません。

ダブル・シングルフルマラソンの男女総合優勝者には
 JAL国内線航空券（任意区間）　 を贈呈します。※1

下記の1～4いずれかの方法でお申し込みください。
先着順となります。ただし、1が募集締切りとなった場合でも2 3 4では募集を締め切っていない場合があります。
エントリー完了後の種目の変更、キャンセルはできません。

申 込 方 法

専用振替払込用紙
本紙添付の払込取扱票に記入の上、郵便窓口へ

●郵便局払い

http://runnet.jp/

支払い方法 申込締切 手 数 料

●クレジットカード
●ペイパル
●amazon pay
●コンビニ   など

○4,000円まで
　220円
○4,001円以上
　5.5％（税込）

○R4.1.16まで
　窓口 203円
　ATM 152円
○R4.1.17以降
　窓口 313円
　ATM 262円

お申込の際にお選びいただけます。 3/13

3/13

1

2

ふるさと納税
●JALふるさと納税
　https://furusato.jal.co.jp/municipality/352110
●ふるさとチョイス
　https://www.furusato-tax.jp/city/product/35211
●ふるさと寄附応援サイト
　https://nagato.tax-furusato.jp/

●クレジットカード
●郵便振替
●納付書   など

お申込の際にお選びいただけます。 3/13 ー

ー

3

長門市観光コンベンション協会
https ://nanavi.jp/　　TEL:0837-27-0074

〈特典〉 ●以下の参加料で参加できます。
　　　　ダブルフルマラソンの部   12,000円
　　　　シングルフルマラソンの部  7,000円
　　　　棚田ウィークの部　3,500円（小学生2,000円） 
　　　 ●前泊の場合、宿舎での大会受付が可能です。

宿泊条件を確認後、
納付書を送付

3/134

（　　 ）当日消印
有効

宿泊（前泊、後泊、前後泊）の申込を
併せてお申込みください。
料金の払込をもって受付完了となり
ます。

添付の払込み用紙に必要事項を記入
し、郵便局にて入金ください。



 
 
 

新型コロナウイルス感染症防止の為のガイドライン 
 
本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とし、参加者やスタッフなど、大会に関わる全ての方

に安心・安全にご参加いただくために作成したものです。 
参加申込みに当たっては、本ガイドラインをご熟読いただき、大会運営にご協力いただきますようお願いいたしま

す。大会への参加が不適格と認められる場合は、他の参加者やスタッフの安全確保のため、大会への参加をお断り
させていただきます。 
なお、今後、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、政府、自治体の方針が変更される可能性があり、

それに伴い本ガイドラインを更新する場合があります。ガイドラインを更新した場合は、大会 HPでお知らせします。 
 
1.誓約事項 
 お申し込みをいただいた場合は、以下の事項を了承・遵守することを同意いただいたものとします。 
（1）主催者からの健康状態の確認にご協力ください。（大会開催日 1週間前、大会当日、大会終了後 2週間） 
（2）以下の事項に該当する場合は、大会への参加を辞退してください。 
 ①大会開催日の 3週間前以降に、新型コロナウイルスへの感染が確認された場合 
 ②保健所等から濃厚接触者と認められ、健康状態観察期間（14日間）が経過していない場合 
 ③大会開催日の 2 週間前以降に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航
又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

 ④大会開催日の 2 週間前以降に、居住地が緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置等の対象となった場合又は
なっていた場合 

 ⑤大会当日に、体調不良が確認された場合（37.5℃以上の発熱・咳・咽頭痛等） 
 ⑥大会 1週間前以降に、体調管理チェックシートの項目に該当がある場合 
 ⑦大会 2週間前以降に、同居家族や身近な知人に新型コロナウイルスへの感染が疑われる方がいる場合 
（3）主催者が実施する感染症防止対策（マスクの着用、当日の検温、競技の運営等）にご協力ください。 
（4）大会後 2 週間以内に新型コロナウイルスへの感染が確認された場合は、速やかに主催者に報告し、保健所等の
調査に協力してください。 

（5）本大会後に、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された参加者が発生した場合、その感染経路の特定に
ご協力ください。また、主催者は、必要な範囲で保健所、医療機関などの第三者へ個人情報を提供することがあり
ます。 

（6）65歳以上の方、基礎疾患を有する方は、重症化のリスクが高い旨を認識した上で参加申し込みをお願いします。 
（7）参加を辞退された場合でも、参加料の返金はございません。 
（8）5月1日以降に山口県が緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置等の対象となった場合、安全な開催が困難で
あると主催者が判断した場合、医療体制やスタッフの確保が困難となった場合は、大会の開催を中止します。 

  なお、大会の開催を中止した場合の参加料については、決定時期に応じ以下のとおり取扱うこととします。 
  （自己都合によるキャンセル、悪天候、地震、事故、事件、疾病、その他感染症等による中止・縮小は対象外） 
    令和 4年 4月 12日（火）まで  全額返金（返金手数料を差引いた額） 
    令和 4年 4月 13日（水）以降  大会準備に要した経費を精査し返金額を決定 
 
2.大会前日まで 
 大会参加にあたっては、以下の事項にご理解・ご協力をお願いします。 
 ①日々の体調管理と併せ、事前に健康診断を受けるなど体調には万全の配慮をし、自己責任でご参加ください。 
 ②新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種が可能な方は、大会開催日の 14日前までに 2回以上の接種を終える
ようにしてください。また、ワクチン接種・未接種に関わらず、大会開催日の 1 週間前以降に、PCR 検査又は抗原
検査を受け、陰性を確認されることを推奨します。大会参加前に、ワクチン接種の確認又は PCR 検査等による陰
性の確認をさせていただくことがあります。 

 ③スマートフォンをお持ちの方は、大会開催日の 2 週間前までに、厚生労働省が提供している「新型コロナウイルス
接触確認アプリ（COCOA）」をインストールのうえ、積極的な登録をお願いします。また、大会期間中は、新型コロ
ナウイルス接触確認アプリ（COCOA）をインストールしたスマートフォンをできる限り携行してください。 

  ※厚生労働省 新型コロナウイルス感染症接触確認アプリ（COCOA） 
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 
 ④大会開催 1週間前から、体調チェックシートに健康状態の記録をしていただきます。 
 

Google Play App Store 



3.大会当日 
 （1）受付会場・スタート会場・ゴール会場共通事項 
 ①マスク等の飛沫飛散を防ぐもの（以下、「マスク等」という。）を持参し、受付時や着替え時などの競技を行っていな
い際や会話をする際には、必ず着用をしてください。また、大会期間中は、できる限り携行してください。 

 ②こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。 
 ③他の参加者や主催者スタッフ等との距離（2m以上・最低 1m）をできる限り確保してください。 
 ④大声での会話は控えてください。 
 ⑤各会場への参加者・役員・スタッフ以外（応援者等）の入場を禁止します。 
 ⑥各会場では更衣室を準備しますが、滞在時間は短時間としてください。スペースが限られるため、雨天時の対策
をお願いします。 

 ⑦その他、感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、指示に従ってください。 
（2）受付・検温所・荷物預所 
 ①大会当日の混雑を避けるため、前泊をされる方は前日受付の積極的な活用をお願いします。 
 ②受付・検温所での混雑を避けるため、アスリートビブス（ナンバーカード）引換証及び体調管理チェックシートは必
ず来場前に記入のうえ、アスリートビブス（ナンバーカード）引換証は受付に、体調管理チェックシートは検温所に
提出をしてください。 

 ③検温所で体調チェックシートの提出及び検温を済ませた方にリストバンドをお渡ししますので、大会終了まで装着
をしてください。リストバンドを装着していない場合、更衣室、スタート・ゴール会場、エイドステーションなど、入場を
お断りする区域があります。 

 ④荷物預所の混雑を避けるため、できる限り出走する服装でご来場ください。また、自家用車でお越しの方は、お車
での荷物保管にご協力ください。 

（3）スタート整列～スタート時 
 ①4月下旬時点の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、スタート方式及びタイム計測方法を決定します。 
  （ウエーブスタート・ブロックスタート、ネットタイム計測・グロスタイム計測） 
 ②スタート直前までマスク等を着用し、他のランナーとの会話はできる限り控えてください。 
 ③スタート位置まで移動する際も、他のランナーと一定の距離を保ってください。 
（4）競技中 
 ①「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」をインストールしたスマートフォンをできる限り携行してください。 
 ②競技中のマスク等の着用は控えてください。（使用したい場合は、各自の判断で着用可） 
 ③競技中はマスク等をできる限り携行し、給水所やエイドステーションで休憩する際には着用をお願いします。 
 ④給水所やエイドステーションでの提供物は、机から各自で取り、飲み残しや食べ残しがないようにしてください。 
 ⑤給水所やエイドステーションでは、こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。 
 ⑥他の参加者やスタッフ等との距離（2m以上・最低1m）を確保してください。走行中は呼気が激しくなるため、より一
層距離を確保するよう心掛けてください。 

 ⑦唾や痰、ドリンクを吐く行為はご遠慮ください。 
 ⑧トイレを使用する際は、消毒液での手指消毒を行うとともに、備え付けの除菌シートで触った箇所を拭き取るなど、
感染防止にご協力ください。 

 ⑨エイドステーションへの参加者・役員・スタッフ以外（応援者等）の入場を禁止します。 
（5）ゴール後 
①ゴール後はマスク等を速やかに着用してください。 
②計測チップは各自で外し、回収ボックスに入れてください。 
③完走メダル、完走証、配布物等は各自でお取りください。 
④更衣室では他の参加者との距離をとり、滞在時間は短時間としてください。 
⑤ご自身が持ち込まれたマスク等、補給食、ペットボトルなど液体が付着したゴミは、ビニール袋等に入れ密閉した
状態で各自お持ち帰りください。 

 
4.大会後 
 ①大会終了後 2週間の体調管理、検温を各自で行ってください。 
 ②発熱や咳等の感染疑い症状がみられる場合は、必ず最寄り保健所又は医療機関に報告・相談し、新型コロナウ
イルス感染症陽性が確認された場合は、速やかに主催者に報告してください。 

 
 
主催者 
 JAL 向津具ダブルマラソン実行委員会実行委員会事務局（長門市役所経済観光部観光政策課内） 
 TEL：0837-23-1295   FAX:0837-22-6487   受付時間：8時 30～17時 15分（平日） 


