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政令指定都市移行 15 周年記念 

第 38 回新潟シティマラソン 2022 《ユニバーサルラン》 
実施要項 

 

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策について】 

本大会に安心・安全に参加していただけるよう、(公財)日本スポーツ協会が定めた「スポーツイベントの再開に向けた

感染拡大予防ガイドライン」などに基づき実施します。参加される皆さま及び役員、ボランティア、スタッフなど運営に

携わる大会関係者の健康と安全を最優先に考え、開催に向けて取り組みます。 

なお、今後の感染状況によっては中止又は縮小開催とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

また、日々状況が変化する中、開催を迎えるためにはそれに応じた様々な調整が必要となるため、予告なく本実施要項

を変更することがあります。 

 

1 名 称 政令指定都市移行 15周年記念 第 38 回新潟シティマラソン 2022 

(英語名称 NIIGATA CITY MARATHON 2022) 

 

2 開催趣旨 

 柾谷小路や萬代橋をはじめとする本市を象徴する市街地や、信濃川・日本海など「水の都にいがた」を感じ

ることができる豊かな水辺をコースとした「新潟シティマラソン」を開催することで、本市の魅力を発信する

とともに、「スポーツに満ちた明るく豊かな新潟市」の実現を図ります。 

 

3 主 催 新潟シティマラソン実行委員会／新潟市／新潟市陸上競技協会 

 

4 共 催 公益財団法人新潟市スポーツ協会 

 

5 開催日時 2022(令和 4)年 10 月 9 日(日) 開場時間 9:00～10:40 ※雨天決行 

 

6 種目／参加資格／定員／開場時間 

 種 目 ユニバーサルラン(※開場時間内において、自由なタイミング・時間・距離をランニング) 

参加資格 ① 2010(平成 22)年 4月 1 日以前に生まれた者。 

② 2010(平成 22)年 4月 2 日以後に生まれた者は、大会当日現在 18歳以上の保護者(要申込み)

の付き添いがあれば参加が可能。(保護者 1人につき 2 人まで。未就学児は参加料無料) 

③ 日本国内在住者に限ります。(車いす(陸上競技用を除く。)での参加も可能です。) 

※ 障がいがあり単独走行が困難な場合は、伴走者を 2人まで付けることができます。 

定 員 400 人(先着) 

開場時間 9:00～10:40 
 

 

7 コース 

 古町十字路～萬代橋東詰め 周回コース(往復 2km) スタート地点 古町十字路(受付会場 古町ルフル広場) 

 

8 実施方法 

 (1) 開場時間内(9:00～10:40)において、自由なタイミング・時間・距離をランニングすることができます。記

録の計測及び順位の判定は行いませんが、コース内に距離表示を設置します。 

(2) 受付を済ませた参加者は、開場時間内で自由にコース内へ入場・退場することができます。 

(3) 感染症対策のため、スタート待機時は、スタッフの指示により参加者同士の距離を確保してもらいます。

(4) スタート直前まで及びフィニッシュ後はマスクを着用してもらいます。 

 

9 実施上の注意事項 

 (1) 参加者の安全と円滑な一般交通確保のため、開場時間後は走行を続けることはできません。歩道などコー

ス外に出ていただきます。 

(2) 走行中、事故や火災などの緊急事態が発生した場合、コースを緊急車両等が通行する可能性があります。

その際はスタッフの指示により、走行を一時的に停止させていただきます。 

 

10 参加賞 参加記念オリジナルグッズ(内容が決定しましたら公式ホームページなどでお知らせします。) 
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11 ゼッケン等交付 

 ゼッケンなどは、9月下旬に参加者へ郵送します。住所の登録誤りや郵送事情による不着・遅延については、

主催者は責任を負いませんのでご注意ください。 

 

12 給 水 給水は主催者側で用意します。(給食、スポンジ、かけ水の提供はありません。) 

 

13 救 護 会場には救護所を配置し、走行中の傷害については応急処置のみ行います。 

 

14 交通アクセス 

  スタート会場へは公共交通機関等をご利用ください。シャトルバス及び専用駐車場の用意はありません。 

【新潟駅からのアクセス】 

 《徒歩》JR新潟駅(万代口)⇒ 古町 約 25 分 

 《バス》(交通規制時間(8:30 11:00)外に限る) 

     新潟駅万代口バスターミナル 0 番線(萬代橋ライン) 

⇒ 古町    約 8分(210 円) 

⇒ 万代シティ 約 3分(100 円)＋徒歩約 15分(規制時間内も利用可能) 

 

15 服装等 

 (1) ランニングに適した服装で参加してください。 

(2) 会場・コース内において、公序良俗に反する服装や他の参加者に危害を与える恐れのあるもの(棒状の物や

のぼり等)、政治的・宗教上の主張をするもの又は企業・商品等の広告・宣伝を目的とするもの(主催者が

表示するもの以外)の着用・所持・表示は禁止とします。 

 

16 受付区分／申込方法／受付期間／申込手数料／支払方法／参加料 

 (1) 新潟市民先行受付【先着】 

申込方法 インターネット 

受付期間 7 月 6日(水)正午～7月 24日(日) ※24 時間受付 

申込手数料 支払合計額の 5.15％ 

支払方法 コンビニ払い又はクレジット決済 

参加料 2,200 円(税込) 

① ご家族や友人など複数でのお申込みの場合は、人数分の入金が必要です。(未就学児は無料) 

② 新潟市民先行受付は、新潟市内に住所のある方(RUNNET 会員登録住所が新潟市内の方)のみエントリーで

きます。 
 

 (2) アーリーエントリー 

※新潟市民先行受付で 400 人に達しなかった場合に限り、受付けます。【先着】 

申込方法 インターネット 

受付期間 7 月 27日(水)正午～8 月 14 日(日) ※24 時間受付

申込手数料 支払合計額の 5.15％ 

支払方法 コンビニ払い又はクレジット決済 

参加料 2,200 円(税込) 

① ご家族や友人など複数でのお申込みの場合は、人数分の入金が必要です。(未就学児は無料) 

② 新潟市に住所のある方で新潟市民先行受付に申込んでいない方は、アーリーエントリーに申込むことが

できます。 
 

 (3) 一般受付 

※新潟市民先行受付・アーリーエントリーで 400 人に達しなかった場合に限り、受付けます。【先着】 

申込方法 インターネット 

受付期間 8 月 17日(水)正午～9 月 18 日(日) ※24 時間受付

申込手数料 支払合計額の 5.15％ 

支払方法 コンビニ払い又はクレジット決済 

参加料 2,750 円(税込) 

① ご家族や友人など複数でのお申込みの場合は、人数分の入金が必要です。(未就学児は無料) 

② 新潟市に住所のある方で新潟市民先行受付又はアーリーエントリーに申込んでいない方は、一般受付に

申込むことができます。 
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17 申込規約 

  参加希望者は、以下の申込規約に必ず同意の上、お申込みください。 

(1) 複数種目の同時申込みや受付区分の虚偽申込みが判明した場合は失格とし、申込後の返金はいたしませ

ん。 

(2) 申込手続き後の記載内容の変更及び修正並びにキャンセルはできません。 

(3) 氏名・年齢・性別等の虚偽申告、申込み本人以外の出走(代理出走や権利譲渡)は認めません。 

(4) 住所(建物名・部屋番号・方書にいたるまで)及びメールアドレスは正確に登録してください。記載不足や

誤りによる郵便物・メールの不着や遅延について、主催者は責任を負いません。 

(5) 主催者は、傷病、紛失やその他の事故に際し、主催者に故意又は重過失がある場合を除き責任を負いませ

ん。 

(6) 参加者は、本大会開催中における傷病に対して応急手当てを受けることに同意し、主催者はその方法、経

過等について責任を負いません。(主催者は、参加者を被保険者として傷害保険に加入します。ただし、新

型コロナウイルス感染症は適用外となります。) 

(7) 新型コロナウイルス感染症について、主催者はその感染に関して責任を負いません。 

(8) 地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等主催者の責によらない事由で大会が中止又は縮小開催となった

場合、入金された参加料については、その時点において既に要した費用等を勘案して返金の有無・金額等

を決定します。(縮小開催の場合は主催者から参加をお断りさせていただいた方に限る。) 

(9) 公共交通機関の遅延や道路事情等による遅刻又は不参加について、主催者は一切の責任を負わず、参加料・

手数料の返金は行いません。 

(10) 本大会中に主催者が撮影した映像・写真、記録、申込者の氏名・年齢・住所(都道府県名・市町村名に限

る)などのテレビ・新聞・インターネット等への掲載権と肖像権は、主催者に帰属します。 

(11) 主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保持に関する法律及び関連法令等を遵守し、個人情

報を取り扱います。なお、この個人情報は、本大会運営目的以外に、感染拡大防止対策目的としても取

得し、保健所等第三者へ情報を提供する場合があります。 

(12) 本大会は、国内の関連するすべての法律を遵守して実施するものとします。 

(13) 未成年者は、必ず保護者の同意を得た上で参加申込みを行ってください。 

(14) インターネット機器・回線の不具合による申込み(入金)の遅れについて、主催者は一切の責任を負いま

せん。 

(15) ご利用の端末機・OS・ブラウザソフトによっては、申込みができないことがあります。 

(16) 別に定める「新型コロナウイルス感染拡大防止のために」を遵守してください。 

(17) 上記規約の他、本大会に関して主催者の指示に従ってください。 

 

18 ボランティア募集 

 【募集期間】5月 18日(水)～8月 28 日(日) 

大会当日(10 月 9 日(日))に、会場・コース上で大会運営のお手伝いをしていただけるボランティアスタッ

フを募集します。詳しくは、公式ホームページ(https://runfes-niigata.com)をご覧ください。 

 

19 問い合わせ先 

 新潟シティマラソン実行委員会事務局(新潟市文化スポーツ部スポーツ振興課内) 

 〒951-8554 新潟県新潟市中央区古町通 7番町 1010 番地 古町ルフル 5階 

 電話 025-226-2598(土・日・祝日を除く 9:00～17:00) 

 FAX 025-226-0017 

 E メール sports@city.niigata.lg.jp 

 

 


