
会場：富士北麓公園陸上競技場（山梨県富士吉田市）
2019.8.25 SUN 雨天決行

♦大会に関するお問合せ先♦
5月7日（火）～ 8月30日（金）  平日10:00～15:00 
〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田3-37-27

山日YBS富士吉田火祭りロードレース係
TEL：0555-24-4272（土・日・祝日除く）

火祭りロードレースパンフレット発送センター
TEL：03-5768-5430

（24時間・自動応答）
〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9

【請求期間：4月8日（月）～5月24日（金）必着】

HMCC加盟大会
（ハーフ・マラソン・チャレンジ・カップ）

ご請求の際は、下記2点を同封の上、お送りください。
①大会名と希望部数を記入した用紙
②ご自身の氏名・住所を書いた返信用封筒
　（希望部数に応じた切手を貼付のこと）
※ご希望部数により封筒の大きさと切手の料金が変わります。
　（長型3号）1～3部 92円、4～6部 140円
　（角型2号）7～9部 205円、10～20部 250円
※請求期間外のご請求はお受け致しかねます。
※4月27日（土）～5月6日（月・祝）の発送はありません。

第39回 山日YBS富士吉田

ハーフマラソン/10km
5km/3.5km

●主催／山日YBS富士吉田火祭りロードレース実行委員会、富士吉田市陸上競技協会、山梨日日新聞社、山梨放送●主管／富士吉田市陸上競技協会●後援／山梨県、山梨県議会、山梨県教育委員会、
富士吉田市、富士吉田市議会、富士吉田市教育委員会、富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合、公益財団法人 富士吉田体育協会、（一財）ふじよしだ観光振興サービス●協賛／（株）アサヒ緑健、
富士急行（株）、ホテル鐘山苑、スポーツ情報センター（株）【予定】●協力／山中湖村、国士舘大学ウエルネス・リサーチセンター、富士吉田交通安全協会、富士吉田市レクリエーション協会、
南都留陸上競技協会、都留市陸上競技協会、大月市陸上競技協会、都留信用組合、クレイン農業協同組合

♦パンフレット請求に関するお問合せ先♦

▶

選べる
参加賞！

A Tシャツ Ｂスポーツタオル

…
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ご招待！
●グアム・インターナショナル・マラソン
　ハーフマラソンコース、10kmコースの男女優秀選手

●ホテル 鐘山苑 ペア招待券
　5kmコースの男女優秀選手

参加者
募集中!
先着

4,500名

………………………

申込期間（定員になり次第締切）

h t t p : / / h ima tsu r i - r oad race . j p /

<大会ホームページ>
4月8日（月）～6月24日（月） 必 着

<郵便振替>
4月8日（月）～5月29日（水）消印有効

会場へのご案内
富士急行・富士山駅より無料送迎バス（所要時間約15分）
（当日 7：00～9：00　帰りは競技終了後会場より随時）

[東京・長野方面] 中央道大月JCT→河口湖IC→富士スバルライン→会場
[横浜・静岡方面]   東名御殿場IC→国道138号→東富士五湖道路（須走IC→富士吉田IC）          
　　　　　　　 富士吉田IC→富士スバルライン→会場

新宿駅から約120分で直行するマラソンバス（有料）のほか、富士山駅からの無料送迎バスが
あります。会場から遠い駐車場の場合でもバスで送り迎えを行います。

電車
バス

車

安心してご来場いただくために

写真提供 ： フォトクリエイト



ハーフマラソン・10km・5km・3.5km

Ｔシャツorスポーツタオル
富士吉田名物うどんのサービス券　　　　
富士山レーダードーム館の無料招待券(予定)

2019年8月25日（日） 雨天決行

多数あり

アマチュア競技者で健康でレースに耐えうる人。
また右記確認事項を遵守する人に限ります。

参加資格

ハーフ14.9km地点（東富士五湖道路信号）で、
11：50の閉鎖時刻を設けます。
閉鎖時刻を過ぎてレースを続けることはできません。

関門規制

富士北麓公園陸上競技場（スタート・フィニッシュ）

参加者の上位記録は、後日山梨日日新聞紙上に掲載します。
ハーフコースは、制限時間を設けます。
おおむね12：30をもって全競技終了します。

個人の記録はレース終了後、当日中にWEB記録証が発行できます。

HMCC（ハーフ・マラソン・チャレンジ・カップ）対象大会となっております。
後日、RUNNETから特別記録証がダウンロードできるようになります。
（初ハーフマラソン完走者、男子1時間20分、女子1時間30分以内）
大会記録：ハーフマラソン男子 1：10：46（第36回・2016年）
　　　　  ハーフマラソン女子 1：20：56（第37回・2017年）
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お１人様代金
（税込）宿泊条件部屋タイプ宿泊施設

A

B

C

D

1泊　夕朝食付

1泊　夕朝食付

1泊　食事なし

1泊　食事なし

男女別　相部屋　4～8名様1室

2～3名様１室

シングル

ツイン

民 宿 旅 館

民 宿 旅 館

ビジネスホテル

ビジネスホテル

  【マラソンバス】
　　所要時間 ： 片道約2時間30分　※往復ともに途中休憩なし
　　ご利用日 ： 8月25日（日）＜大会当日＞　                 
　　バス代金 ： ＜往復利用代金／大人 5,000円・小人 4,000円＞
　　　　　　  ＜片道利用代金／大人 3,000円・小人 2,800円＞
　　■往路／新宿駅西口工学院大学近辺（06 ： 00）発　→　スタート会場
　　■往路／横浜駅西口野村證券前　　（05 ： 40）発　→　スタート会場
　　■復路／スタート会場　　　　　　 （13 ： 10）発　→　新宿西口
  　　　　　　　　　　　　　　　　　 （13 ： 10）発　→　横浜駅西口
  【宿　泊】
　　8月24日（土）＜大会前日の宿泊（富士吉田周辺の宿泊施設）＞

  【ご注意】1名参加での上記B・Dのお申し込みはできません。

　　8月24日（土）　富士山駅→ご案内宿舎近辺までの送りバスをご利用いただけます。
　　　　　　　　　　富士山駅→16 ： 00発と17 ： 30発。
　　8月25日（日）　宿舎近辺（7 ： 00発）→スタート会場（富士北麓公園）までの送りバスを　
　　　　　　　　　 ご利用いただけます。
　※上記の送迎バスは、富士急トラベルにて宿泊をお申し込みいただいたお客様のみ無料でご利用いただけます。

【申込方法】※ インターネットよりお申し込みください。        

　　富士急トラベル　火祭りロードレース   で
　　または、ＵＲＬ http://www.fujikyu-travel.co.jp にてホームページからお申し込み後、
　　下記口座へお振り込みください。受領書は大会終了まで保管してください。

【申込締切】
　　インターネット申し込み　8月2日（金）　正午12 ： 00まで
　　　※ ただし、締め切り前でも確保部屋数が満室、マラソンバスのバス座席が満席となった時点で
 締め切らせていただきますので予めご了承ください。

【取消料のご案内】
　　■ 宿　　　　泊／8月13日まで無料、8月14日～16日・・・20％、8月17日～22日・・・30％、
　　　　　　　　　　  8月23日・・・40％、8月24日（宿泊当日）・・・100％
　　■ マラソンバス／8月13日まで無料、8月14日～17日・・・20％、8月18日～23日・・・30％、
　　　　　　　　　　 8月24日・・・40％、8月25日（大会当日）・・・100％
　　※上記のお取消料のほか、払戻しに関わる、振込・郵便等の実費を申し受けますので、予めご了承ください。

富士急トラベル（株）　富士吉田支店　火祭りロードレース係　≪奥脇≫
TEL 0555－21－1052 ／ FAX 0555－23－4309
〒403－0005　山梨県富士吉田市上吉田2－5－1　［平日9:00～17：00］
［メールアドレス］ himatsuriroad@fujikyu-travel.co.jp

 【お問合せ先】

●振替用紙種目番号一覧（種目番号はお間違いのないようご確認をお願いします。）※年齢は大会当日の満年齢とする。
ハーフマラソン 5km 3.5km

定員を越え先着順にもれた方については、現金書留での送金費用などを参加料から差し引き、残金を返金させていただきます。
なお期限を過ぎて振替用紙で払込みの方も、受付は一切せず、同様に返金させていただきます。
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10：30

9：45
3.5km 9：55

9：30ハーフマラソン

まで

10km・5km
ハーフマラソン 5,000円

4,500円
2,000円3.5km

以下をよくお読みの上、ご参加ください。

駐車場での事故に関して、一切主催者はその責任を負いません。
公園駐車場はレース終了まで出られません。

専用振替用紙でお申し込みの参加者には大会終了後2週間以内に
ハガキで記録を通知します。

駐車場では係員の指示に従ってください。
大会当日午前8:15までに会場に入りませんと、駐車できない場合が
あります。
参加申込受付の確認通知書は、８月中旬に送付します。

開催要項

マラソンバス＆宿泊申し込みについて【富士急から】

※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、
　お申し込みください。申込規約

自己都合による申込後の種目変更、キャン
セルはできません。また、過剰入金・重複入
金の返金はいたしません。定員を超える申し
込みがあった場合、入金期限内に参加料
の支払いが完了していても入金日によって
は申し込みが無効となる場合がございます。
その場合、主催者が定める方法により返金
されます。
地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病
等による開催縮小・中止、参加料返金の
有無・額等についてはその都度主催者が
判断し、決定します。
私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意
し、十分なトレーニングをして大会に臨み
ます。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。
私は、大会開催中に主催者より競技続行
に支障があると判断された場合、主催者の
競技中止の指示に直ちに従います。また、
その他、主催者の安全管理・大会運営上
の指示に従います。
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異議ありません。そ
の方法、経過等について、主催者の責任を
問いません。
私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に
関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等

の請求を行いません。
大会開催中の事故・傷病への補償は大
会側が加入した保険の範囲内であることを
了承します。
私の家族・親族、保護者（参加者が未成
年の場合）、またはチームメンバー（代表者
エントリーの場合）は、本大会への参加を承
諾しています。
年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以
外の出場(代理出走)はいたしません。それら
が発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次
回以降の資格はく奪等、主催者の決定に
従います。また、主催者が虚偽申告・代理
出走者に対する救護・返金等一切の責任
を負わないことを了承します。
大会の映像・写真・記事・記録等におい
て氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個
人情報が新聞・テレビ・雑誌・インター
ネット・パンフレット等に報道・掲載・利用
されることを承諾します。また、その掲載権・
使用権は主催者に属します。
大会申込者の個人情報の取り扱いは、
別途記載する主催者の規約に則ります。
上記の申込規約の他、主催者が別途定め
る大会規約に則ります（齟齬がある場合は
大会規約を優先します）。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

大会ホームページ

パソコンまたはスマートフォンから下記のURLにアクセスし、大会エントリーページの指示に
従ってお申し込みください。支払方法は、お申し込みの際にお選びいただけます（クレジット
カード、コンビニ、ATMなど）。 ※エントリー手数料：4,000円まで205円（税込）、4,001円以上5.15％（税込）

http://himatsuri-roadrace.jp/

申込期間／
A

※RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。

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及び関連法令等を厳守し、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、次回
大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、記録発表（ランキング等）に利用いたします。また、主催者も
しくは委託先からの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。

個人情報の
取り扱いに
ついて

申込方法 振替用紙 でお申し込みいただけます。大会ホームページ BA または

振替用紙
専用振替用紙（コピー不可）に必要事項をご記入の上、参加料を添えて、ゆうちょ銀行または郵便局窓口で
お申し込みください。確認用にコピーを大会まで保存されることをおすすめします。 ※払込手数料200円

申込期間／B

専用振替用紙が必要な方は、返信用封筒（切手貼付）を同封の上、表面に記載のパンフレット発送センターまで
ご請求ください。

消印有効

6：30
8：30～

2019年4月8日（月）～2019年5月29日（水）

2019年4月8日（月）～2019年6月24日（月）

車の利用者多数の場合、駐車場の場所は
主催者で決めさせていただきます。

審判員が競技続行不可能と判断した競技者に対しては、
競技を中止させることがあります。　　　　　　　　　

貴重品預かり所は設置しますが、それ以外の荷物につい
ては、各自で管理してください。　　　　　　　　　　　
駐車場が限られているため、なるべく車は相乗り、または
電車、マラソンバス等をご利用ください。

給水所は、ハーフマラソン６カ所、10kmコース３カ所、５km
コース１カ所。

参加者は前もって医師の診断を受け、当日は健康保険証
（コピー可）を持参してください。　　　　　　　　　　

記録計測は、ランナーズチップによる自動計測で行います。

18 歳未満の方は保護者同意の上、お申し込みください。

参加申し込み、宿泊申し込み後の返金は、一切いたしません。
申し込み後の種目・部門の変更はできません。


