
※感染症に関する対策は、情勢に応じて適宜更新する場合があります。

飛鳥ハーフマラソン2023

感染症対策

基本的な感染予防対策の徹底にご協力ください。
▸健康チェックシートの提出
▸感染もしくは感染が疑われる場合の出場とりやめ
▸レース時以外のマスク着用
▸手指消毒 など

▸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
▸スタートの密対策実施 など

大会としての
対策(予定)

大会コンセプト

1.マイボトル・マイカップ給水という新しいマラソン大会の形を推奨し、

省資源化に努めます。

2.参加料やグッズの売上の一部を菜の花のタネの購入等にあて、
景観保全や明日香村の魅力発信に役立てます。

3.世界遺産候補地「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」の構成資産を
コースに取り入れ、世界遺産登録に向けた機運醸成を図ります。

「走ってタネをまこう」をコンセプトに、
ランナーが飛鳥を走ることがタネとなり、
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、以下の

3つの柱を軸に取り組んでいきます。



参加賞

2023年3月12日(日)
9:00 スタート (整列 8:15～45)

開催日時
スタート・フィニッシュ地点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】 9:00～12:30

【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停止や進路
変更を指示する場合があります。

▸前回大会よりも競技時間が30分短縮となっておりますの
でご注意ください。

競技規則
日本陸上競技連盟競技規則に準じ、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。

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

※参加者全員にweb完走証を発行。
総合順位と男女年代別順位を掲載。

①ソフトカップ(色は選べません)
②ソフトフラスク(折りたたみ可の携行給水ボトル)
③Tシャツ ※前後プリント。2023大会だけのオリジナルデザイン。

(サイズはSS/S/M/L/LLからエントリー時に選べます。)

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
はご自身でご手配ください。)参加申し込みの後、12月
9日(金)までに大会事務局へご連絡ください。

▸メイン会場は6:30に開場
▸前日および当日の受付はありません。
▸参加賞、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(先着順)

【参加料】 8,000円(税込)

※エントリー手数料は別途必要

【参加資格】▸満18歳以上であること。
▸制限時間内に完走できること。
▸大会当日に給水用具を持参し、
レース中に携行すること。

飛鳥ハーフマラソン2023

・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10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。
・スタートライン通過まで他のランナーとの間隔を開けて
移動してください。

スタート方法

Tシャツサイズ表

募集要項

サイズ SS S M L LL

着丈 62 65 68 71 74

胸囲 88 94 100 106 112

肩幅 42 44 46 48 50

袖丈 19 20 21 22 23



地点 閉鎖時刻 距離

第１関門
(あすか夢の楽市)

10:15頃 6.3㎞

第２関門
(都橋付近)

11:15頃 12.7㎞

第３関門
(文武天皇陵手前)

12:00頃 17.7㎞

近鉄
橿原神宮前駅

近鉄
飛鳥駅

明日香村は「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」として世界文化遺産登録を
目指しています。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で飛鳥を堪能しよう！

飛鳥ハーフマラソン2023

2023年3月12日(日)9:00 スタート！

関門及び閉鎖時刻

▸整列開始は8:15予定。
▸密対策のため、スタート時間は9:00～9:10頃で個人差あり。

競技時間は3時間30分(9:00～12:30)

コース



3,000名 (先着順。定員に達し次第終了。)

http://runnet.jp

事前発送

事前の会員登録が必要です。（登録料無料）

10月1日(土) 13:00開始 ～ 11月30日(水)

エントリー受付期間

※前日及び当日受付はありません。大会プログラム(参加案内)、参加賞、
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) 等を送付します。

2023年2月初旬 (予定)

飛鳥ハーフマラソン2023

ランニングポータルサイト 【 RUNNET 】 にてエントリーを受け付けます。

エントリー

ランネット

エントリー後の流れ

エントリー

ご入金

大会当日 飛鳥ハーフマラソンを楽しみましょう！
今年は飲食ブース、フェスタも開催予定です！

2023年3月12日(日)

クレジットカードやコンビニ払い等が選べます

「RUNNET」でお申し込み！

2022年10月1日(土) ～ 12月18日(日)

ネット検索ランネット

大会検索飛鳥ハーフマラソン

ランネットサイト内にて

※ランネットでのエントリー詳細ページは9月中旬にアップ予定です。
※アップされれば大会公式webサイトにてお知らせします。

コンビニ払いの場合、指定の入金日までにご入金が無ければ、
参加申し込みは取り消しとなります。

12月18日(日)

募集期間を延長しました。



飛鳥ハーフマラソン2023 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。また、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は、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。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。
④新型コロナウイルス感染拡大防止特別規約及び、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。
⑤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。
⑥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、次回以降の出場資格剥奪等、主催者の判断に従っていただきます。この場合、返金は致しません。
⑦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。
⑧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。別項の「個人情報の取り扱いについて」もご了承ください。
⑨大会は関連する全ての法律を遵守します。
⑩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。

新型コロナウイルス感染拡大防止特別規約
①新型コロナウイルスに感染している方、及び本規約等の主催者の取り決めにより参加が認められない方は大会に参加することができ
ません。すべての参加者は、本規約の主催者の取り決めを遵守し、大会前後を通して、マスク着用、手指消毒等、感染症予防及び
拡大防止に努めてください。
②本規約等の主催者の取り決めにより、参加が認められなかった場合、競技の中止を指示された場合、原則として参加料・手数料
の返金は行いません。
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主催者は参加者の新型コロナウイルスの感染予防に努めますが、万が一参加者が感染した場合の責任は負いません。
⑤大会開催前の指定期間の健康状態を確認するため、所定の「健康チェックシート」を提出していください。提出されない場合は、大
会に参加できません。「健康チェックシート」で大会参加が不可となる項目に該当した場合は大会に参加できません。
⑥本規約は随時変更することがあります。また、大会開催内容を変更する場合や、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新たに
取り決めを定める場合があります。原則として大会公式webサイトで案内いたしますので、最新の情報をご確認ください。
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規約等

▸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、参加料･手数料の返金は行いません。

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。
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2．ソフトフラスク(折りたたみ可の携行給水ボトル)
自分のペースで給水しましょう！

1．ソフトカップ(折りたたみ可のカップ)
やわらかい！ポケットにも入ります！

参加賞

今年の参加賞は３点セット！
※事前発送時に同梱します。

3．参加賞Tシャツ(エントリー時にサイズ選択)
前面背面プリント、2色刷！2023大会限定デザインです！

10色のうち、
何色が届くかお楽しみ！

前回は「朱雀」。

今回は四神「白虎」！

表は石舞台古墳、
裏はコース図と高低差！

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！
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飛鳥ハーフマラソンは
マイボトル・マイカップ給水の大会です。

コース上の給水所でご持参の

ボトルかカップで給水してください。

▸紙コップ給水の用意はございません。
▸参加賞のソフトフラスクとソフトカップを
ご活用ください。
▸給水所のウォータージャグ等で水と
スポーツドリンクを用意しています。

※ポーチやサックに入れて走るのをオススメします。
※満水の状態でスタートしてください。
※量が減ったら、コース上の給水所で補充。

給水

自
分
の
ペ
ー
ス
で
ボ
ト
ル
給
水
！

身
軽
に
マ
イ
カ
ッ
プ
で
給
水
！

※カップはポケット等に入れ、コース上の給水所で
取り出して、給水してください。

あなたはボトル派？ それともカップ派？

▸ボトルには水を満水にし、カップも携行してスタート。

▸スポーツドリンクの給水にはカップを利用！

※デザインは変更となります



近鉄
飛鳥駅

【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)

メイン会場
オープン6:30
整列8:15～

徒歩20分
(1.5㎞)

近鉄京都駅から
急行で約1時間

【メイン会場の開場時間】

AM 7:00 予定

約5分

近鉄
大和八木駅

近鉄
大阪阿部野橋駅

(天王寺)
約1時間

近鉄
橿原神宮前駅

約5分

【 事前予約制 駐車場について 】
明日香村内：ご案内できる駐車場はございません。
高取健民運動場：ネット事前予約制1,000円。300台限定。メイン会場まで徒歩20分。
遠方からの参加者様向けです。電車で来場可能な方は、電車での来場にご協力ください。

近鉄大阪難波駅
から約1時間

▸朝の近鉄飛鳥駅行きの電車を3本増便予定です。
▸帰りも近鉄飛鳥駅発の電車を3本増便予定です。
▸増便時刻表（予定）は次のページをご参照ください。

バイク 自転車

飛鳥ハーフマラソン2023

アクセス

増便あり近鉄飛鳥駅へ
直通あり

ご協力のお願い

▸交通規制に伴い、大会当日は近鉄飛鳥駅周辺の渋滞が予測されます。

▸送迎も含め、近鉄飛鳥駅周辺及びメイン会場への車での来場は禁止いたします。

▸地域住民の皆様へのご負担を軽減するため、何卒ご協力ください。

電車で近鉄飛鳥駅へ

近鉄電車 増便のご案内

【メイン会場～近鉄飛鳥駅の無料シャトルバス運行 】
10:00～14:00往復運行致します。
フェスタ参加者、帰りランナー用です。
競技開始前の運行ではありません。

増便あり

※今大会は競技前の近鉄橿原神宮前駅発のシャトルバス運行はありません。
近鉄飛鳥駅まで電車でお越しください。（増便あり）



臨時便は全て4両編成です。

大和八木駅方面からの皆様は橿原神宮前駅でお乗り換えの上、飛鳥駅までお越し下さい。

大阪阿部野橋駅発 橿原神宮前駅発 飛鳥駅着

普通 － ５：４５ ５：５０

普通 － ６：２８ ６：３２

臨時普通 － ６：３９ ６：４３

臨時普通 － ７：０４ ７：０９

普通 － ７：１０ ７：１４

臨時急行 ６：４０ ７：２１ ７：２５

急行 ６：５０ ７：３１ ７：３５

特急 ７：１０ ７：４７ ７：５０

急行 ７：２０ ７：５７ ８：０１

飛鳥駅発 橿原神宮前駅着

普通 １２：２３ １２：２８

臨時普通 １２：３５ １２：３９

普通 １２：５６ １３：００

普通 １３：２３ １３：２８

臨時普通 １３：３６ １３：４０

普通 １３：５６ １４：００

普通 １４：２３ １４：２８

臨時普通 １４：３５ １４：３９

普通 １４：５６ １５：００

近鉄電車臨時列車等の時刻表（南大阪線・吉野線）

朝の便・時刻表（予定）

帰りの便・時刻表（予定） ※特急は未掲載です。

臨時便の時刻表は2022年11時点での予定です。当日とは数分のずれがある可能性があります。

詳しくは近畿日本鉄道HPをご確認ください。


