
　7:00 　開場・検温(正面玄関)
　7:00～8:30 　受付・コース試走
　8:30 　コースクリア
　8:30～8:45 　第1走者　スタート招集
　8:45～8:55 　開会式　
　9:00 　競技スタート
　14:00 　競技終了（制限時間5時間）

　　※表彰式は行いません。

　　※仮装賞は12:00頃の発表予定です。

【大会事務局】　　〒983-0045　仙台市宮城野区宮城野2-11-6　弘進ゴムアスリートパーク仙台(仙台市陸上競技場)
（公財）仙台市スポーツ振興事業団　スポーツ事業課

TEL：022-297-1321　／　FAX：022-297-1323　／　E-mail：marathon@spf-sendai.jp

　　　 ので、『仙台リレーマラソン』で検索　　<URL> https://www.spf-sendai.jp/event/relay/news/　でご確認ください。

　　　　　　11月28日（土）・29日（日）　 …☎ 090-2791-9953（両日7:00～18:00）

きませんので、内容をよくお読みいただき、安全で充実した大会となりますようご協力願います。
　また、別紙【新型コロナウイルス感染症対策・誓約事項・中止規定】を改めてご確認いただきますよう併せてお願いいたします。

　　　　　　11月27日（金）17:00まで　　　…☎ 022-297-1321 

※基本的に雨天決行ですが、荒天等により中止の可能性がある場合は大会当日の朝5:30に、大会ホームページにて発表いたします

＜送付物＞

　【問い合せ先】

＜大会スケジュール＞

●参加のご案内（本書）　●新型コロナウイルス感染症対策・誓約事項・中止規定　　●コース図／会場レイアウト
●メンバー表(表)／大会参加同意書(裏)　●メディカルチェックシート　●周回記録表　●駐車証(各チーム1枚）●広告物

参加のご案内

ようお願いいたします。（大会ホームページにも掲載予定）
　この案内はチーム代表者の方のみにお送りしておりますので、事前に内容をご確認のうえチームメンバーの方々にもお伝えいただきます
　この度は、第10回仙台リレーマラソンにお申込みいただき、ありがとうございます。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの制約がある中での大会となりますが、参加者の皆様のご協力なしでは開催することはで



　【検温】

　　 すので、同封の【会場レイアウト】【コース図】をご確認いただきマスク着用のうえ、ご入場ください。

　【メディカルチェックシート】

　【メンバー表(表)／大会参加同意書(裏)】

　【競技】

　　 いたします。待機場所では、選手間の間隔を保つためマーキングをしておりますのでご協力願います。

　　 レイアウト】をご覧ください。

　【その他】

　〇ご来場の際は、必ずマスクを着用し、お越しください。

　　 をお願いいたします。
　〇参加者全員に『手指消毒ジェル』を配布いたしますので、適宜ご使用いただき、感染予防にご協力ください。

　　 もできませんのでご了承ください。

　　 をお受け取りください。 なお、チーム受付は8:30で終了となりますので配布物はすぐにご確認いただき、足りないものがある場合はその場でお申し出ください。

　〇第1走者は開会式(8:45)までにスタート地点（競技場バックストレート）へお集まりください。また、スタート前の整列は係員の指示に従ってください。
　〇小学生から大人までの多世代が一緒に走りますので大人のランナーは小学生のランナーに対して、ご配慮をお願いします。また、狭い場所での無理な追い抜
　　 きや危険な行為は絶対にしないでください。特に、リレーゾーンでは周囲をよくご確認のうえ、譲り合いをお願いします。

　〇観覧者はメインスタンドのみでの観覧をお願いいたします。感染症予防のため競技エリア（コース・選手待機場所）への入場を禁止いたしますので、ご協力

　 　さい。タスキは参加記念品としてお渡ししますので、返却する必要はありません。（※タグを返却しない場合、実費1,620円（1個あたり）を弁償していただ

　〇ナンバーカードはその大きさのまま、胸の見える位置に備え付けの安全ピンで四隅をしっかりと固定してください。
　　 きます。）

　〇次走者待機場所には次走者以外の立入りを禁止とします。例年、周回記録員の入場を許可しておりましたが密をさけるため、今回は次走者のみでお願い

　　 も行わないようご協力をお願いいたします。

　　 (表彰対象からは外れ、順位も出ません）

　〇検温にて37.5℃以上の発熱が確認された場合は、再検温を行います。再検温で発熱が確認された場合は入場および、レースへの参加ができませんので

　　※検温により、チームメンバーが減員となった場合でも、カテゴリーや最低参加人数の条件を満たしていれば、レースに参加することは可能です。

　〇参加者・観覧者全ての来場者を対象に、検温を行います。参加者は陸上競技場正面玄関ロビーにて、観覧者はメインスタンド南外階段にて検温を行いま

　〇代表者は当日出走メンバー全員の大会前3日間の体調チェックをお願いいたします。同封の【メディカルチェックシート】に記入のうえ、大会当日受付にてご提
　 　出ください。未提出の場合は、参加できませんのでご理解、ご協力をお願いいたします。

　〇同封の【メンバー表】に当日出走メンバーを記入し、当日受付にご提出ください。その際、体温記入欄に当日の体温をご記入ください。

　　 ご了承ください。

　〇各チームにお配りするタスキには計測のためのタグが2個入っていますので外さないように注意してください。レース終了後はタグ回収所の箱に必ず返却してくだ

　〇その他、新型コロナウイルス感染症対策については、同封の【新型コロナウイルス感染症対策・誓約事項・中止規定】をご覧ください。

　〇代表者は当日受付で【メディカルチェックシート】をご提出いただき、【メンバー表】と引換えにタスキ・ナンバーカード・プログラム・参加記念品・手指消毒ジェル

　〇チームの次走者待機場所は、ナンバーカード左側に記載されているアルファベットがそれぞれのブロックとなりますので、必ずご確認ください。

　〇代表者は【大会参加同意書】の内容を確認したうえでサインし、当日受付にご提出ください。同意がない場合は、参加することができません。

　〇競技中の事故について主催者は応急手当及び保険の範囲内での補償はしますが、それ以外についての責任は負えませんので、十分にご注意のうえご参加

　〇参加者は競技役員・その他関係者の指示に従ってご参加ください。
　〇万一の事故に備え、保険証の写し等をご用意ください。

　〇チームメンバーの増員とカテゴリーの変更については、すでに締め切っておりますので、いずれも受付できません。ミックスから男子・女子の部へのカテゴリー変更

　〇代表者は、チームメンバーと連絡がとれるよう、全員の連絡先を把握してください。

　〇フィニッシュ直後はその場に留まることは避け、速やかにフィニッシュエリアを離れるようにしてください。また、混雑防止のためフィニッシュエリア付近での記念撮影

　〇選手待機場所は、芝スタンドのみといたします。混雑を避けるため、各ブロックごとに場所を指定いたしますのでそれ以外の場所での待機はおやめください。
　　 また、雨天走路やダグアウトについてもシートを広げることや長時間の滞在はご遠慮いただき、メインスタンドについても立入りを禁止いたします。詳細は【会場

　新型コロナウイルス感染症対策の大会運用　※詳細は同封の【新型コロナウイルス感染症対策・誓約事項・中止規定】をご確認ください。

　参加上の注意

　競技上の注意

　　 ください。

　〇他の走者の邪魔になったり、進路を妨害する可能性がある仮装（極端に大きいもの、ボール等）や、社会モラルに反する仮装は主催者判断により出走を
　　 取りやめていただくことがありますので、ご注意ください。

　〇当日カテゴリーの条件を満たせなくなった場合は、種目の参加最低人数を下回らなければ出場はできますが、オープン参加とし、タイムのみ計測いたします。

　〇コースに給水所等の設置はありませんので、各チームでご準備ください。

　〇貴重品・手荷物等は各自、各チームで責任を持って保管してください。主催者は、盗難・紛失等については一切責任を負いません。

　〇当日のメンバー変更は可能です。【メンバー表】に新たに入れ替わるメンバーの氏名・性別・体温の他、連絡先をご記入ください。



　　 ください。

　　　　　　　　　　　　　※フィニッシュタイムはフィニッシュ計測地点で計測します。

　　　　　　　　　　　　　※中央部分の芝生は養生中となりますので、立入禁止と
　　　　　　　　　　　　　　 なります。

ナンバーカード

ブロック

　　表彰対象チームはアナウンスがあるまで会場でお待ちください。贈呈場所は競技場内、雨天走路を予定しております。

　　○各カテゴリー1位～3位及び仮装賞に選出されたチーム
　　　 対象チームは記録確定後、賞状・副賞をお渡しいたします。
　　　 ※ミックスの部は4位～6位も対象

　【完走記録証】

    ※周回記録表は提示いただく場合がありますので必ずご記入ください。

　〇周回数の把握は各チームでセルフチェックが基本となります。周回記録速報サイトをご確認のうえ同封の周回記録表にて、各チームの責任のもと、チェックして

　　　　　　　　　　　　　　 フィニッシュ後はアーチまでゆっくり走ってください。

　　 ます J:com による生中継につきましては、今大会は行いませんのでご了承ください。

　　 競技場事務室でも取次しませんのでご了承ください。

     周辺での飲酒はご遠慮ください。

　〇テント等の設営が可能な場所は、競技場芝スタンドのみです。共用エリアとなりますので、他チームへの配慮を忘れず、良識ある設置をお願いいたします。

　　大会当日は、スマートフォン等で閲覧可能な速報記録配信を行いますのでご利

　○大会当日は、一部協賛社によるブース出店を予定しております。空き時間には、ぜひ会場内の各ブースに気軽に足をお運びください。また、例年行なっており

　〇競技場トラック及びフィールド内での飲食は一切禁止です（※ランナーの水分補給は可）。飲食は、芝スタンドでお願いします。また、競技場内及びコース

　〇競技場内及び宮城野原公園総合運動場内において、火気の使用は一切できません。

　　ら、ダウンロードする形式での発行となります。「記録証ダウンロードの手

　　また、リザルトは後日大会ホームページでご覧ください。

　【表彰】

　　順」をご覧ください。

　駐車場・駐輪場について

　〇ゴミ箱は設置しておりませんので、ゴミは各チームで持ち帰ってください。
　〇更衣室内のシャワーは、5分100円でご利用いただけます。

　表彰・記録等について

　　 公園を含め、それ以外の場所での設営は禁止です。

　　　　　　　　　　　https://www.mspo.jp/20sendai-relay/sokuho/

　　用ください。掲示板は設置いたしませんので各自サイトにてご確認ください。

　　完走記録証は大会当日には発行いたしません。後日、ホームページか

　〇駐輪場は、競技場正面玄関前ロータリー付近に設置します。 所定の場所以外には停めないようご協力願います。

表彰対象 　【記録】

　　表彰式は行いませんが、当日賞状・副賞を対象チームへ贈呈いたします。順位が確定するまでフィニッシュから20分程度かかるためことが予想されますので

　  ※大会当日、周回記録表と共に筆記用具も併せて必ずお持ちください。

　〇チームでお弁当を業者等に手配される場合は各チームの責任でお受取りください。なお、公園内への配達車両の出入りは出来ません。併せて、主催者及び

　〇1チームにつき1台分の【駐車証】を同封しておりますので、車でお越しの際は忘れずにお持ちいただき、フロントガラスの見やすい位置にご掲示願います。

　会場の使用について

　お知らせ

　　 ※詳しい場所については、別紙【コース図】をご参照ください。

　〇競技場内は全面禁煙です。

　〇フィニッシュする走者は、フィニッシュゾーン（内側1～3コース）に入り、フィニッシュしてください。（周回を間違えないように注意してください。）

　　 ※駐車場の場所は、「駐車証」の裏面で予めご確認ください。
　   駐車場入り口にて、係員に【駐車証】をご提示いただかないと駐車できませんのでご注意願います。

　　　　　　　　　　※記録速報サイトのご利用は大会当日に可能となります。

　リレーゾーン・フィニッシュゾーン



1.写真を用意します。（ 2メガバイト以下、横向き）

2.大会ホームページのリンクか右記QRコードから記録証発行ページへアクセスします。
大会ホームページ︓https://www.spf-sendai.jp/event/relay/

3.記録証発行ページに記載されている手順でダウンロードしてください。
※レースナンバーとは、ナンバーカードに記載している数字となります。

以下、記録証発行ページ

例） こちらの場合、「1001」がレースナンバーとなります。
「 A 」は含みません。

【記録証発行ページ】

(1) 日付と種目を選択
(2) レースナンバーを入力
(3) 記録証に入れたい画像・写真を選択（画像指定なしの場合、大会指定画像になります）
(4) メンバー名を入力（メンバー名を入れなくても発行可能です）
(5) 発行ボタンを押すとＰＤＦ形式でダウンロード出来ます

メンバー1 メンバー2

メンバー3 メンバー4
メンバー5 メンバー6
メンバー7 メンバー8

メンバー9

メンバー14メンバー13
メンバー12メンバー11
メンバー10

メンバー15

大会名

開催日

（1）日付と種目を選択してください

（2）レースナンバーを半角数字で入力してください
レースNo.

（3）画像を選択してプレビューを確認してください

　　　　　　　【画像について】
※画像ファイルは2メガバイト以下にしてください
※横長の状態で撮影された画像をご利用ください
※画像無でも発行可能です（大会指定画像になります）

プレビュー

　　　　　　　
※メンバー名が外字の場合文字化けして正しく表示されない場合があります。
その場合は代替え文字での発行をお願いします。

（4）メンバー名を入力してください

第10回仙台リレーマラソン

2020年11月28・29日

記録証発行（ダウンロード）

仙台リレーマラソン　記録証ダウンロード手順

第10回仙台リレーマラソン第10回仙台リレーマラソン第10回仙台リレーマラソン
SENDA I RELAY MAR ATHONSENDA I RELAY MAR ATHON

周回速報ページ

1001A
42.19 5km 男子



10th SENDAI RELAY MARATHON

  
 
本大会は、参加者・スタッフ・地域住民の皆様の安全を第一に考え、下記の新型コロナウイルス感染症

対策を講じたうえで開催いたします。申込前に必ずご一読いただき、安全な大会運営にご協力いただき
ますようお願いいたします。 

 大会前

１．開催規模縮小に伴う定員数削減と宮城県内在住者限定開催 
〇新型コロナウイルス感染症対策を講じるうえで、例年通りの定員数では密の状態を避けることが難し
く、参加者に十分な安全対策を施すことが出来ないと判断し、今大会は定員数を減らして開催いたしま
す。その中で、宮城県内でも多くのスポーツイベントや大会が中止になっていることから、県内在住
のランナーやスポーツ愛好者に活力をお届けすることを目的に、今大会は宮城県内在住者を対象とし
て開催いたします。宮城県外在住の方のお申込みはお受けできませんのでご了承願います。

 

２．メンバー情報 
〇感染者が発生した際の対策として申込時、参加メンバー全員の【氏名】・【性別】・【年齢】・【住所(市区

 
〇メンバー変更期日締切後にメンバー変更があった場合は、受付時に提出する【メンバー表】に連絡先を
必ず、ご記入ください。

 〇代表者はメンバー全員と連絡がとれるよう、連絡先の把握をお願いいたします。
  

大会当日 

１．検温 
〇会場入場時、参加者・スタッフ・一般観覧者の方全員に検温を実施いたします。
〇上記検温の結果、37.5℃以上の発熱がみられた場合、別室にて再度、検温を実施させていただきます。
そこでの結果、37.5℃以上があった場合は、会場への入場を認めませんので、ご了承ください。

 

２．メンバー表／大会参加同意書 

〇代表者は、参加メンバー全員の大会前３日間の体調をチェックし、メディカルチェックシートに記入

 

 ３．リレーゾーン
〇1 人あたり 7 ㎡以上を確保できる大きさとなっておりますので、ソーシャルディスタンスを保ち、密集

新型コロナウイルス感染症対策・誓約事項・中止規定

しないようご協力願います。
〇リレーゾーンは次走者のみ待機願います。密を避けるため、周回記録員のリレーゾーンへの待機を認め

〇伴走者の補助を必要とする方はランナー以外 1 名まで入場を認めます。 
〇タスキを渡したランナーは速やかにリレーゾーンを離れてください。  

感染症対策

〇次に該当する場合は、勇気を持って大会への参加を見合わせてください。
　・発熱や呼吸器症状がある、または、体調が万全でない
　・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
　・大会2週間前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への渡航または、
　　当該在住者と濃厚接触がある場合

ませんので、ご了承ください。

し、当日ご提出ください。

町村)】・【電話番号】を入力いただきますようお願いいたします。

３．メディカルチェックシート 
  

〇当日受付の際、提出する【メンバー表】に参加メンバー全員の体温を記入してください。また、【大会
　参加同意書】を、メンバー全員と共有し、代表者が署名したうえで、提出してください。



５．表彰式の中止 
〇感染予防のため、表彰式を行いません。順位確定後、当日会場にて表彰対象チームへ賞状・副賞を贈呈
　いたします。  

６．応援イベント
〇ランナーへの応援として、チアダンスやすずめ踊り等のパフォーマンスを行っておりましたが、観衆
が密集する可能性があるため、実施いたしませんのでご了承ください。 

〇上記の他、スポーツ体験会等、レース以外のイベントも行いませんのでご了承ください。 

７．マスク等の着用 
〇参加記念品として参加者全員に口・鼻を覆うことのできるマルチフェイスカバーを配布いたします。
走者以外の方は、常にマスク等、口を覆うことのできるものの着用をお願いいたします。 

８．走行中 
〇唾や痰を吐かないでください。 

９．フィニッシュ後の対策 
〇フィニッシュ直後は、その場に留まることは避け、速やかにフィニッシュエリアを離れるようにして
ください。また、混雑防止のためフィニッシュエリア付近での記念撮影も行わないようご協力をお願い

１０．更衣室の利用 
〇利用入場の制限を行ないます。混雑する時間帯も出てくると思いますので、あらかじめ着替えた状態
でご来場いただきますようご協力をお願いいたします。 

〇レース終了時においても速やかなご利用をお願いいたします。 

１１．トイレの利用 
〇利用後は必ず、手洗い・手指消毒にご協力をお願いいたします。 
〇ハンカチやタオルをご持参いただきますようご協力をお願いいたします。 

１２．手指消毒

〇更衣室やトイレ等、会場内にアルコール消毒液を設置いたします。こまめに手指の消毒をお願いいた
　します。

 

 

４．開会式の縮小 
〇スタート 15 分前の 8:45 より開会式を行います。第1走者は、8:45までにスタート地点へ集合してく
ださい。選手同士、適切な間隔をとれるよう、整列はスタッフの指示に従ってください。  

いたします。

１４．応援
〇周囲の人と距離をとるなど密な状態とならないようご注意ください。また大声での応援や指笛は控え
ていただきますようお願いいたします。

〇観覧者(参加者以外)の方は、メインスタンドでの観覧をお願いいたします。競技エリア(コース・選手
待機スペース)への入場を制限いたしますので、ご協力をお願いいたします。

〇上記に伴い、また、密集が想定されることから、メインステージ・バックパネルは設置しませんので

１５．スタッフの対応
〇大会当日、選手同様に検温し37.5℃以上の発熱がある場合は、スタッフとして参加させません。
〇大会中は、常にマスク等を着用し口を覆います。
〇競技役員や接客を行なうスタッフはフェイスシールドを着用いたします。
〇活動を始める前、終了後は必ず手を洗うか消毒液等で消毒いたします。
〇スタッフ同士及び選手とは2m以上間隔をあけ握手やハイタッチ等の接触は行いません。

ご了承ください。

１３．ゴミの持ち帰り
〇感染予防のため、ごみは各自お持ち帰りください。 

〇参加者全員に『手指消毒ジェル』を配布いたしますので、適宜ご使用し、感染予防に努めてください。



 

【新型コロナウイルス感染症に関わる大会中止規定】 
以下の場合、大会を中止いたします。ご入金いただいた参加費は返金できかねますので、予めご了承の
うえお申込みください。 

（１） 宮城県に緊急事態宣言が発出された場合 
（２） 国または自治体から外出自粛を要請された場合 
（３） 国または自治体からイベントの自粛を要請された場合 
（４） 新型コロナウイルス感染症の拡大により、主催者が安全な大会運営を実施することができないと

判断した場合

 

下記誓約事項に同意のうえ、お申込みください。参加申込を受理した時点で下記内容に同意したものと 
判断します。 

〇大会当日に参加者本人の体温が 37.5℃以上の場合は出場を辞退いたします。 
〇同居家族や身近な知人も含め、大会 2 週間前以内に発熱や感染が疑われる場合は出場を辞退いたしま
す。 

〇同居家族や身近な知人も含め、大会 2 週間前以内に感染拡大している地域や国へ訪問した場合は出場
を辞退いたします。 

〇参加者が高校生以下の場合、休校の際には出場を辞退いたします。 
〇感染防止対策（マスク等の着用、大声での応援禁止、密を避ける行動等）を徹底して出場いたします。 
〇参加者・スタッフ等に感染者が出た場合、保健所や医療機関などの聞き取りに協力いたします。 
〇参加者・スタッフ等に感染者が出た場合、個人情報を保健所や医療機関などへ提供することに同意い
たします。 

 誓約事項

 
中止規定

１．大会終了後に新型コロナウイルス感染症を発症した場合 
〇参加者は、大会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、大会事務局に速や
かに濃厚接触者の有無等について、ご報告ください。  

２．大会中止となった場合の対応 
〇申込完了後（入金後）に感染の広がりや、国・自治体の方針によっては、大会を中止する場合がござい
ます。その場合、参加料の返金はいたしませんので、予めご了承ください。 

３．その他 
〇参加者は、感染防止のために主催者が決めた措置を遵守し、主催者の指示に従うようご協力をお願いい 

その他 

たします。
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