
※時間差スタートのため、スタート時間は9:00～9:20頃で個人差あり。
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地点 関門閉鎖時刻 距離

整列開始 8:15～

スタート 9:00 0㎞

第１関門 10:30頃 6.3㎞

第２関門 11:30頃 12.7㎞

第３関門 12:30頃 17.7㎞

フィニッシュ13:00 21.0975㎞

競技時間は4時間（9:00～13:00）

※

近鉄
橿原神宮前駅

近鉄
飛鳥駅

コースマップ

前半は世界遺産の構成資産候補地を多く巡る歴史資産ゾーン
後半は自然豊かな里山ゾーン
充分な競技時間で飛鳥を堪能！



【スタートフィニッシュ・メイン会場】
国営飛鳥歴史公園（キトラ古墳周辺地区）
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アクセス

駅やバスでの混雑を避け、分散したアクセスを目的に、
早い時間にご来場いただいたランナー様（先着1,000名）に

ソフトカップをおひとりにつき1つ無料プレゼント！

会場への先着特典あり（先着1,000名）

※公共交通機関でのアクセスにご協力ください。
周辺に駐車場はございません。お車でのご来場はご遠慮ください。
直通ツアーバスは別途有料となります。（別ページ参照）

無料シャトルバス（橿原神宮前駅→メイン会場）はスタート前のみ運行します。
エントリー時に同時予約制で、 先着1,500人限定となります。(6:00~6:29発､

6:30~6:59発､7:00～7:30発の枠でご予約。)フィニッシュ後の運行はありません。

近鉄飛鳥駅

近鉄
橿原神宮前駅

メイン会場
オープン6:30
整列8:15～徒歩20分（1.5㎞）

無料シャトルバス20分

早めのご来場にご協力ください。

大阪から約1時間
京都から急行で1時間

【メイン会場の開場時間】

AM6:30予定

（エントリー時予約制・1,500人限定）約5分

約1時間

近鉄
大阪阿部野橋駅
（天王寺）

近鉄
大和八木駅

新大阪・京都・三ノ宮

直通ツアーバス(有料)

折りたためるやわらかいコップです。アウトドアで大活躍！※全10色。色は選べません。



大会当日に主要都市からメイン会場への直通ツアーバスを運行予定です。
混雑や乗り換えすることなく、メイン会場へ向かうことができます。

直通ツアーバスは有料です。

大会エントリーとは別途申込が必要となります。

ツアーバス詳細と申込については以下のリンク先でご確認ください。
https://www.jtb.co.jp/tabeat/List.asp?TourNo=c02c55a79ee4473b83e3cdad

大会公式HPのランナー:エントリーページ下部にもURLリンクがあります。
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アクセス：有料直通ツアーバスについて

直通ツアーバスのご利用者様全員へ

ソフトカップをおひとりにつき1つ無料プレゼント！

有料直通ツアーバス利用者全員に特典あり

※直通ツアーバスはスタート前のみ運行します。フィニッシュ後の運行はありません。
※直通ツアーバスと無料シャトルバスの両方へのお申し込みはご遠慮ください。
※直通ツアーバスは大会エントリー後にお申し込みください。

折りたためるやわらかいコップです。アウトドアで大活躍！※全10色。色は選べません。

発場所 代金 発時刻 着時刻

新大阪駅 3,000円 6:30 7:50予定

京都駅 3,300円 6:00 7:30予定

三ノ宮駅 3,500円 6:00 7:40予定

https://www.jtb.co.jp/tabeat/List.asp?TourNo=c02c55a79ee4473b83e3cdad


その他の施設へ宿泊ご希望の方

明日香村内での宿泊をご希望の方
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宿泊について

詳細は大会公式サイトのお知らせページ
https://asuka-marathon.jp/information/ 

内の 「大会前日の宿泊について」 をご覧ください。

・上記ページの【空室状況一覧表】に大会前日の明日香村内各宿泊施設の
「予約可」および「満室」情報を掲載しています。（内容は随時更新されます。）
・空室状況をご確認の上、各自でご予約ください。

※明日香村内の宿泊施設には数に限りがございます。
ご希望に添えない場合があることをご了承ください。
満室となりましたら「大会前日の宿泊について」のページでお知らせ致します。

DAIWA ROYAL HOTEL THE KASHIHARA 飛鳥ハーフマラソンご優待宿泊プラン
http://asuka-marathon.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/THE-KASHIHARA.pdf

大会公式サイトのお知らせページ
https://asuka-marathon.jp/information/ 

内の 「大会前日の宿泊について」にも上記リンクと詳細がございます。

大会当日の朝にTHE KASHIHARAからメイン会場へのシャトルバス付きです。
（コチラのシャトルバスは橿原神宮前駅からの無料シャトルバスとは異なります。

THE KASHIHARA宿泊者専用のシャトルバスとなります。）

※数に限りがございます。ご希望の方はお早めにご予約ください。
THE KASHIHARA様へ直接お電話でのみのご予約となります。
満室となりましたら「大会前日の宿泊について」のページでお知らせ致します。

・その他宿泊施設については、ネット等で各自ご予約をお願い致します。

THE KASHIHARAでの宿泊をご希望の方

https://asuka-marathon.jp/information/
http://asuka-marathon.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/THE-KASHIHARA.pdf
https://asuka-marathon.jp/information/


募 集 要 項

参加賞

2022年3月13日(日) 9:00スタート
8:15～45で整列

開催日時

スタート及びフィニッシュをキトラ古墳前とした
明日香村内を巡るコース（コースマップ参照）

【競技時間】 9:00～13:00

【関門】 3ヶ所（コースマップ参照）

コース・関門・競技終了時刻

▸大会記録（表彰対象記録）はスタートラインから
フィニッシュライン通過までのタイム（ネットタイム）とします。
▸緊急車両の通行等でレースが一時中断した場合も、
関門閉鎖時刻の変更は行いません。

▸各関門の閉鎖時刻に間に合わなかった場合は競技中
止となります。また、関門閉鎖時刻に到達できないと判
断される場合、競技役員及び医療スタッフが競技中
止を指示する場合があります。

▸競技中止となったランナーは歩道に移動し、大会バスか
徒歩で指定の場所へ移動してください。

▸傷病者の搬送や火災事故等の場合、緊急車両の通
行を最優先します。その際はランナーに対しコースの規
制を指示する場合があります。

競技規則
2021年度日本陸上競技連盟競技規則を参考に
開催します。
※本大会は日本陸上競技連盟の公認大会ではありません。

・時間差スタートを採用します。
・エントリー時の申告タイムを参考に待機ブロックを
振り分けます。
・待機ブロックによっては号砲からスタートラインを通過
するまでに15分以上かかる場合があります。
・申込時に申告が無かった方は最後尾ブロックからの
スタートになります。

スタート方法

表彰

大会記録（ネットタイム）により以下を表彰します。
総 合 男女各1～8位
年代別 男女各1～3位

（29歳以下、30代、40代、50代、60代、70歳以上）
※参加者全員へネットにて10㎞ごとのスプリットタイム入り
完走証を発行（web発行）

①ソフトフラスク（折りたたみ可の携行給水ボトル）
②リラックスサンダル（エントリー時にサイズ選択）
※ソフトフラスクは事前送付、サンダルは大会当日フィニッ
シュ後にバッグに入れて配布。（途中リタイア者にも配布）
※変更となる場合があります。

伴走
身体障害者手帳をお持ちの方で、単独走行が困難な
ランナーは伴走者を1名つけることが可能です。（伴走
者はご自身でご準備ください。）参加申し込みの後、
12／10までに大会事務局へご連絡ください。

※前日および当日の受付はありません。
参加賞（ソフトフラスク）、アスリートビブス（ゼッケン）、
モノタグ（回収不要の計測タグ）等は事前送付致します。

種 目

○ハーフマラソン（21.0975km）

【定 員】 3,000名
一般枠 2,900名
村民枠 50名
優先枠 50名

【参加料】 8,000円（税込）

※手数料は別途必要

【参加資格】 大会日時点で満18歳以上であること
3時間30分以内に完走できること

参加料の一部を菜の花のタネの購入費など
飛鳥の景観保全に役立てます！

■大会名称 飛鳥ハーフマラソン2022
■主 催 飛鳥ハーフマラソン実行委員会、明日香村、明日香村教育委員会 ■主 管 一般財団法人 奈良陸上競技協会
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定員3,000名
（一般枠 2,900名、村民枠 50名、優先枠 50名）

大会当日事前送付

・受付は先着順とし、定員に達した時点で申し込みを締切ります。
・明日香村民枠は明日香村に居住する方を対象とします。
・明日香村民枠対象の方も一般枠でエントリー可能です。
・自己都合による申込後の登録内容の変更、キャンセル、権利譲渡はできません。

インターネット申込 《 先着順 》

指定の入金日までにご入金が無い場合、参加申し込みは取り消しとなります。

JTBスポーツステーション

明日香村民枠 10月1日(金) ～ 10月10日(日)

一般エントリー枠 10月11日(月) ～ 11月30日(火)

エントリー受付期間 (定員に達し次第終了)

※参加案内、参加賞(ソフトフラスク)、
アスリートビブス（ゼッケン）、モノタグ
(回収不要の計測タグ) 等

2022年1月頃予定 2022年3月13日(日)

エ ン ト リ ー 方 法
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優先エントリー枠 10月1日(金) ～ 10月10日(日)

一般枠は【JTBスポーツステーション】【ランネット】【スポーツエントリー】から
お申し込みいただけます。

明日香村民枠および優先枠は【JTBスポーツステーション】でのみ、お申し込み
いただけます。

ランネット

スポーツエントリー

※上記URLは大会公式サイトでもご案内しております。大会申込の前に無料の会員登録が必要です。
一部のサイトで定員に達しても、他の申込サイトからは申し込み可能な場合があります。

飛鳥ハーフマラソンオンライン2021の抽選当選者

一般

村民

優先

一般

一般 https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/85596

https://jtbsports.jp/events/events-detail.php?id=7641

https://jtbsports.jp/events/events-detail.php?id=7621

https://jtbsports.jp/events/events-detail.php?id=7642

http://runnet.jp/cgi-bin/?id=286013 



大会開催の条件
・奈良県に緊急事態宣言が発出されていない ・明日香村から開催自粛要請が出されていない ・安全に大会を開催できる条件が整っている

飛鳥ハーフマラソン2022 申込規約
①自己都合による申込後の登録内容の変更、キャンセル、権利譲渡はできません。また、過剰入金、重複入金の返金は行いません。
②地震、風水害、降雪、事件、事故、疫病のほか、主催者の責によらない事由による開催縮小・中止の場合、原則として参加料・手数料の返金は行いません（次項の場合を除く）。
また、受付日や大会当日における公共交通機関の乱れ、道路事情等による遅刻は認めず、大会開催中の紛失についても、自己責任とします。

③新型コロナウィルス感染症の影響により、イベント開催が制限されたり、開催地自治体から要請があった場合、安全に大会を開催することが困難になった場合は、大会を中止もしくは
開催内容を変更する場合（オンラインマラソン等代替イベントの実施含む）があります。その判断を行った時点で実際にかかった経費を勘案して、返金の有無を決定いたします。

④健康に留意し、十分なトレーニングを行った上で、自己責任で大会に参加してください。
65歳以上の方や基礎疾患のある方の場合、感染症の重症化のリスクが高いことを十分ご認識のうえ、参加を慎重にご判断ください。
主催者が競技続行に問題があると判断した場合は競技中止等の指示にしたがってください。

⑤主催者は競技中の事故・傷病に対し、応急処置のみ行いますが、責任は一切負わないものとし、補償は大会が加入した保険の範囲内とします。
ただし、新型コロナウイルスの感染については、補償の対象外となります。

⑥新型コロナウイルス感染拡大防止特別参加規約及び、主催者が参加者の皆様にお願いする事項について遵守してください。新型コロナウイルス感染拡大防止特別参加規約は、
感染症に関する最新の情報により随時変更することがあります。

⑦未成年者は保護者の了解を得た上でお申し込みください。
⑧主催者の責によらない原因でのインターネット機器の不具合や発送物の不着・遅延、通信環境により、期日までに主催者からの連絡が届かず、必要な手続きができなかった場合について、
主催者は責任を負いません。

⑨年齢、性別、記録等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）、ショートカット等の不正行為が発覚した場合、出場、記録（表彰）を取り消し,次回以降の資格剥奪等、
主催者の判断に従っていただきます。また、主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等一切の責任を負いません。

⑩大会会場（コースを含む）において、企業名や商品名、またはそれらを意味する図案等の広告・宣伝的なもの（主催者が表示するもの以外）、他人の迷惑となる恐れがあるもの、
公序良俗に反するもの、その他主催者が不適切と判断するものを、着用したり表示することはできません。

⑪大会の映像、写真、記事、申込者の氏名、年齢、住所（都道府県名と市区町村名）等の新聞、テレビ、雑誌、インターネット、パンフレット等への掲載権と肖像権は主催者に属します。
下記の「個人情報の取り扱いについて」もご了承ください。

⑫大会は関連する全ての法律を遵守します。
⑬上記規約のほか、大会に関して主催者の指示にしたがってください。

個人情報の取り扱いについて
①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
律および関連法令等を遵守し、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、本イベントの協賛・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
用することがあります。また、主催者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。
②主催者は、大会運営目的以外に、感染症予防対策目的に個人情
報を保健所、医療機関など、これらの情報を必要とする第三者へ提供
することがあります。

③本大会運営に関わる範囲内で関連事業者および委託業務社に対し
て提供することがあります。

新型コロナウイルス感染拡大防止特別申込規約
参加される方は、下記の申込規約に従っていただく必要があります。参加申し込みをされた時点で、本規約に同意されたものとみなします。
本規約によって、参加が認められなかった場合や、参加の中止を指示された場合は、原則として参加料･手数料の返金は行いません。
①新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後、主催者が感染状況に応じ制定・更新するすべての規約類および指示に従わない参加者には、
他の参加者の安全性を確保するために、参加を取り消すことがあります。

②主催者は、参加者の新型コロナウイルスの感染防止に努めますが、万が一感染した場合の責任は負いません。
③参加者は、主催者が事前に提示する感染防止チェックリストに入力のうえ、イベント当日、主催者に提出してください。（各自のスマートフォンに所定のアプリをダウンロードいただく方法と、
各自のパソコン等で印刷していただく方法と、いずれかにより提出・確認させていただく予定です）提出されない場合は、イベントに参加できません。
なお、主催者は、今回取得した感染防止チェックリストの健康管理、感染防止上の個人情報を、イベント終了後１ヶ月間保管します。

④イベント終了後14日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連絡し、同時に濃厚接触者の有無についても報告してください。
⑤後日参加者、大会関係者の中から感染者が出た場合には、保健所などからの聞き取り調査にご協力いただく場合があります。
⑥以下の事項に該当する場合は、参加できません。（先述の通り、感染状況に応じ更新する可能性があります）

・ 大会前３週間以内に、新型コロナウイルスの陽性反応が確認された場合
・ 37.5度以上の発熱がある場合
・ 強い倦怠感や息苦しさがある場合
・ いつもより咳、痰がある場合、咽頭痛などの症状がある場合
・ 味覚、臭覚に異常を感じる場合
・ 家族や同居人、身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
・ 糖尿病などの基礎疾患があり、体調に不安のある場合
・ 過去14日以内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、地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
・ 参加者の居住地について
▸ 開催日の14日前以降に、居住地に緊急事態宣言が発出されている場合
▸ 開催日の14日前以降に、居住地に越県の自粛が発出されている場合(奈良県内在住以外の方)

・ 参加者とその家族及び同居人について
▸ 参加者の家族及び同居人が、開催日の14日前以降に、新型コロナウイルスの感染が疑われる方がいる場合
▸ 参加者とその家族及び同居人が、開催日の14日前以降に、外国から帰国した場合

⑦会場ではこまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
⑧他の参加者やスタッフ等、できるだけ周囲との距離を確保してください（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く）。
⑨イベントにはマスクを持参し着用してください（走行中は個人の判断）。また、会場やコースにおいて大きな声で会話等をしないでください。
⑩新型コロナウイルスの感染症により、開催直前でもイベントを中止する場合があります。

開催条件や規約等

飛鳥ハーフマラソン2022 ～1st anniversary～
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ソフトフラスク（折りたたみ可の携行給水ボトル） リラックスサンダル
※エントリー時にサイズを選択頂きます。
※バッグに入れて大会当日（フィニッシュ後）
に配布します。途中リタイア者も配布します。

運動後の休息に
ぴったりのソフトな
ソールのサンダルです。

マイボトル給水にご協力ください。

※事前送付

満水の状態でスタートし、ご自身のペースで
給水してください。
コース上にマイボトル用の給水ポイントを設置します。

飛鳥をただ走るだけではもったいない！
Twitterを中心に、事務局スタッフが日々飛鳥をランニングして魅力を発信中！
飛鳥の楽しみ方が深まります！

大会公式Twitter

＠AsukaMarathon

大会公式Facebook

＠asukamarathon

明日香村公式
Instagram

＠asukanavi

レース時以外の
マスク着用

大会１週間前から
体調のチェック

会場滞在時のこまめな
アルコール消毒

フィジカルディスタンス
の確保

感染予防には、ランナーの皆さまのご協力が必要不可欠です！

その他にも…

・事前送付による当日受付の非実施
・密にならない会場設計
・回収不要な計測タグの採用
・時間差スタートの実施 など

・沿道での応援自粛の呼びかけ
・マイボトルでの給水
・給食の個別提供 など

安心で安全な大会となるよう、ご協力をよろしくお願い致します！

メイン会場の対策(予定) コース・沿道の対策(予定)

４つのお願い

新型コロナウイルス感染症対策

参加賞

大会公式ＳＮＳ

※イメージ図 ※イメージ図

※感染症に関する最新の情報により、更新する場合があります

※変更となる場合があります。



▸マイボトルは満水の状態でスタートし、
走りながらご自身のタイミングで
給水してください。

飛鳥ハーフマラソン2022 ～1st anniversary～

飛鳥ハーフマラソンはマイボトル給水の大会です。

走ってタネをまこう

飛鳥を汚さない、環境にやさしい大会を目指します。

スタート地点及び給水所ではペットボトルを配布予定です。
大会当日はマイボトル給水にご協力ください。

▸参加費やグッズの売上の一部を菜の花のタネの
購入費にあて、景観保全に役立てます。

マイボトルで飛鳥を走ろう！
紙コップ給水を行わないことで接触機会の低減にもつながり、感染症対策になり
ます。ご協力よろしくお願い致します。

ランナーが飛鳥を走ることがタネとなり、走って
歴史的風土を守る仕組みを飛鳥ハーフマラソンは
提案していきます。持続可能な社会づくりに向け、
小さなことから取り組んでいきます。

▸マイボトル給水を推奨し、環境にやさしいランナー
を増やします。

大会コンセプト

給水について

▸コース上には
マイボトル用の給水ポイントを設置、
紙コップ給水のご用意はありません。

※参加賞にソフトフラスクを
提供予定ですが、
変更となる場合があります。


