


とよたエールマラソン２０２１ザ・チャレンジ募集要項
令和３年度豊田マラソン大会

公益財団法人 豊田市スポーツ協会設立70周年法人化40周年記念事業

※最後尾を審判ランナーが追走します。抜かれた時点で
　競技を中止していただきます。（関門以外において著し
　く遅れた場合）
※12：05をもって、競技の一切を終了いたします。

令和3年度豊田マラソン大会
（とよたエールマラソン2021ザ・チャレンジ）
10㎞・2㎞（実測2.1㎞）

令和３年12月12日（日）　※雨天決行
豊田スタジアム（豊田市千石町7－2）

①小学男子の部（4～6年生）★
②小学女子の部（4～6年生）★
③中学男子の部 ★
④中学女子の部 ★
⑤ジョギングの部（4歳以上）
全て大会日の年齢を基準とします。

⑥高校男子（１５～１８歳）★
⑦一般男子１部（２９歳以下）★
⑧一般男子２部（３０歳代）★
⑨一般男子３部（４０歳代）★
⑩一般男子４部（５０歳代）★
⑪一般男子５部（６０歳代）★
⑫一般男子６部（７０歳以上）★
⑬一般女子１部（高校～２９歳）★
⑭一般女子２部（３０歳代）★
⑮一般女子３部（４０歳代）★
⑯一般女子４部（５０歳代）★
⑰一般女子５部（６０歳以上）★

①②小学生/1,000円  ③④中学生/1,000円
⑤一般/1,500円 中高生/1,000円 小学生以下/1,000円
⑥～⑰一般/4,000円　高校生/3,000円

２㎞中学男女……スタート
２㎞小学男女……スタート

２㎞ジョギング…スタート

１０㎞……………スタート

※2㎞ジョギング、10㎞は2回に分けてスタートします。

9：30
9：33
9：50
10：05

10：45
10：30

（公財）日本陸上競技連盟および本大会規定による

10㎞各部門、2㎞中学男子・女子、2㎞小学男子・女子
の部1位～3位入賞者に賞状と副賞を授与（郵送）
※表彰式はなし

①疫病の流行、気象条件、地震災害などにより、やむな
く大会を中止する場合があります。その際、参加料の
返金は行いません。また次回の出走権もありません。
②競技中の事故については、傷害保険の範囲内で、主
催者で対処します。参加者は万一に備えて、保険証

 （または写）をご持参ください。
③申込みは、要項を熟読の上、参加申込書にもれの無

いようにご記入ください。（未記入があった場合、申込み
受付ができない場合があります。）また、誓約項目に同意
の上、申込みください。
④コース上にベビーカー、ペット等を連れて参加はできません。

〔2㎞関門ポイント〕 
   9：55

〔10㎞関門ポイント〕 
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大 会 名 称

コ   ー   ス
日 時         
会         場

部門・制限時間

6 参 加 料

10km Tシャツ・マスク、2km マスク
※特典　抽選で市内特産品を贈ります。

7 参 加 賞

8 スケジュール

9 競 技 規 則

10表 彰

12そ　の　他

 期間　令和3年9月5日（日）午前0時00分から
9月30日（木）午後11時59分まで
 インターネットエントリー
※オンライン開催の内容と同じ。

11申　込　み

2㎞・28分

10㎞・80分　★は記録計測システム採用

　★は記録計測システム採用

お願い 豊田マラソンは、「より安心、より安全な大会」をめざします。「のどがかわいた、足が痛い」などの症状の場合は、
無理せず給水所や救護所をご利用ください。特にスタート前の水分補給は忘れないでください。

●現地開催

11：08
11：17
11：23
11：34
11：48
11：52

 11：58

1.15㎞地点

2.3㎞地点
3.5㎞地点
4.3㎞地点
5.8㎞地点
7.6㎞地点
8.3㎞地点
9.1㎞地点

（久澄橋西）

（御立町1）
（上野町9）
（高橋町2）
（平成記念橋北）
（高橋西詰）
（豊田大橋西）
（豊田スタジアム東）

⑥10㎞参加選手の荷物は、荷物預かり所をご利用ください。
その他の部門については貴重品のみお預かりいたします。
盗難・紛失については、主催者では一切責任を負えません
のでご了承ください。
⑦選手の更衣については、会場内の更衣所を利用してください。
⑧参加案内、シャトルバス利用券、ナンバーカード等は、令
和３年12月5日までに事前送付します。諸般の事情により
案内が届かない場合は、大会事務局までお問い合わせく
ださい。事前送付により当日受付が不要となります。当日
忘れないように持参ください。

⑨当日出走されない方及び計測チップを当日返却忘れの方
につきましては、計測業者からの計測チップ返却請求に基
づき、返送してください（返送料自己負担。紛失の場合は
プラス実費相当額）
⑩10㎞スタート時の整列位置は、事前に申請をいただいた
自己申告タイム順によるブロック指定になります。
⑪競技の部のタイム計測及び順位は、号砲からのグロスタイ
ムが基準です。ジョギングの部のタイム計測はありません。
⑫会場には駐車場はございません。自動車でお越しの方は、
指定駐車場に駐車し、シャトルバスをご利用ください。迷
惑駐車、違法駐車は固く禁じます。発覚した場合、出走の
取り消し、記録の剥奪をいたします。また、車での会場へ
の送迎は、渋滞の原因となりますのでおやめください。
⑬インターネットで、業者による写真販売があります。詳細に
ついては、事前送付するちらしをご覧ください。

⑭10㎞の参加賞はTシャツになります。申込時にサイズを入
力して下さい。申込後のサイズ変更は一切できません。

⑮障がいのある方で単独走行が困難な方は、伴走者を1人
つけることができます。ただし伴走者はご自身（1名／参
加料無料）で手配してください。参加申込み後に伴走者が
参加できなくなった場合は、安全性を確保できないことか
ら参加できません。なお、伴走ナンバーカード（10㎞部門
のみ裏に氏名、緊急連絡先を明記）を各自で用意してくだ
さい。また、伴走メンバーカードを着用しない方は伴走は
認められません。

⑯記載いただいた個人情報は、法令等を遵守の上、大会参
加へのサービス向上を目的とし、参加案内、関連情報の通
知、関係団体からのサービス提供等に使用いたします。主
催者から、申込み内容についての確認連絡をさせていた
だく場合がありますのでご了承ください。 

⑤各コースに関門を設置し、閉鎖時刻を次のように定めます。



※大会当日の年齢を基準とします
①未成年者の参加は、保護者の同意が必要です。
②10㎞コースには中学生以下の参加はできません。
③2㎞小学生（男女）の部は4～6年生が対象
④2㎞ジョギングは、保護者同伴で4歳以上の幼児も参加でき
　ます。（幼児１名につき要保護者１名参加）

■参加資格■帰りのシャトルバスについて
帰りのシャトルバスは、豊田スタジアム南駐車場から
午前11時20分（予定）より運行します。
※帰りのシャトルバス最終便：午後２時30分発車

東名三好IC

浄水駅

四郷駅
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勘八IC

猿投駅

平成記念橋

上豊田駅

新豊田駅

大会会場まで
徒歩約17分 大会会場まで

徒歩約15分

※自動車で来場希望の方は、申込み状況に応じて主催者にて駐車場を指定いたしますので、ご希望にそえない場合もございます。あらかじめご了承ください。
※パーク&ライド利用料として200円（往復）を行きの乗車時に徴収します。お釣りのないようにお願いします。※パーク&ライド利用料として200円（往復）を行きの乗車時に徴収します。お釣りのないようにお願いします。

新上挙母駅
上挙母駅 竜宮橋

土橋駅

山室橋

三河豊田駅

豊田IC

豊田市駅

Ⓐ・Ⓑ駐車場は
午後３時に閉鎖。

申込書には来場方法の記号、乗
車人数を記載してください。
自動車《駐車場必要》
Ａ　トヨタテクニカルディベロップメント㈱
Ｂ　トヨタ自動車㈱本社
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豊田大橋
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愛環梅坪駅

梅坪駅

豊田
松平IC

パーク＆ライド駐車場マップ
トヨタテクニカル
ディベロップメント㈱
駐車場

大会会場

トヨタ自動車㈱
本社駐車場
車高制限2.2m
駐輪場なし

Ｅ　同乗《駐車場不要》
Ｆ　バス
Ｇ　愛知環状鉄道
Ｈ　名古屋鉄道・地下鉄
Ｉ　自転車・バイク
Ｊ　徒歩

大会日は終日、
大会会場にHa:moの
乗り入れはできません

①ウェーブスタートの導入、ナンバーカード等の事前送付などによる３密対策を実施します。
②大会会場では、参加者へ体調管理チェック・検温を行います。発熱が確認された場合は参加を
お断りする場合があります。
③マスク着用、手指消毒など大会が求める感染症対策にご協力いただけない場合は、参加をお断
りする場合があります。
④参加者以外の付添（家族など）については最小限にしてください。
⑤スタート直前まではマスクの着用をお願いします。
⑥開会式、表彰式、出店、まちなかでのお汁粉・足湯の提供はありません。
⑦10月29日時点の感染状況により、2km部門を中止、10km部門をオンラインに切り替える可
能性があります。また10月30日以降、大会当日に緊急事態宣言が発令された場合、大会を中
止とすることもあります。
　いずれの場合も参加料の返金はありませんので、ご了承のうえお申込みください。

【 感  染  症  対  策 】



申込み期間

令和3年9月5日（日）午前0時00分から
　　　　　　　　9月30日（木）午後11時59分まで

TATTAアプリの推奨環境

①申　込　み
⑤参　加　賞

②アプリダウンロード

■申込みから参加までの流れ

参　加　費

参加規約

3,000円 定員・対象 500名

●オンライン開催
スマートフォン等にアプリをインストールしていただき、開
催期間中にいつでも、どこでも、皆様の好きなタイミングで
好きなコースをランニングやジョギング、ウォーキング等で
参加いただけるイベントです。新型コロナウイルス感染拡大
の影響で多くのマラソン大会が中止になっている今だからこ
そ、運動を行う目標づくりとして、運動不足の解消として参
加してみませんか？

・Tシャツ
⑥特　　　典

申込み開始9月5日（日）午前0：00～

主なスケジュール

・抽選で市内特産品を贈ります。

インターネットでお申し込みください。

インターネットエントリー

大会ホームページ
URL：http://www.toyotamarathon.com/
大会ホームページにアクセスし、エントリー
ページの指示に従ってお申し込みください。
※RUNNETへの会員登録（無料）が必要です。
※すでにRUNNET会員の方は登録不要です。住所など登録情
報に変更がないか「会員情報変更」でご確認ください。
※本イベントへの申込みは、インターネットのみになります。

開 催 期 間

令和3年12月4日（土）午前0時00分から
　　　　　　　　12月12日（日）午前11時59分まで

③開 催 期 間

④ル　ー　ル

参 加 資 格

・お持ちのスマートフォンに「TATTA」がダウンロードされて
いること
・新型コロナウイルスへの対応状況をふまえ、それぞれの地
域で、安全・安心して走る事ができるタイミングと環境で
走ること

注 意 事 項
・エントリーと「TATTA」は同じ「RUNNET　ID」を使う事
で連携されます。
　既にRUNNET会員情報をお持ちでTATTAを利用している方
は、必ず同じ「RUNNET ID」でエントリーしてください。

・「TATTA」を使い、開催期間内に10km以上を走行してくだ
さい。（期間中の累計ではなく、1回で10kmを走ること。）
・10kmのタイムでランキングが表示されますが、順位を競
うものではありません。
・手動入力は原則NGです。
・休憩や赤信号等での途中ストップは何度しても大丈夫です。

※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申込みください。
１．自己都合による申込後の変更・キャンセル・権利譲渡・名義変更

はできません。また、主催者の責に帰さない事由によるエントリ
ー料金等の払戻しは認められません。

２．地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等および新型コロナウイ
ルス感染拡大により開催内容を変更したり、中止とする場合があ
りますが、参加料の返金はありませんのでご了承ください。

３．十分に体調管理したうえでスタートし、異変を感じたら、途中で
やめるようにしてください。

４．主催者は、当イベント参加における傷病、事件、事故等において
一切の責任を負いません。

５．参加者は期間中に撮影された写真・映像が、印刷物や公式ホーム
ページ、動画等に使用されることを事前に承知し、肖像権につい
ては主催者に一任しなければなりません。

６．主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護に関する法
律・関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づいて
これを取り扱います。

　　お預かりする個人情報は大会参加者へのサービス向上を目的とし、
各種参加者案内、記録通知、大会協賛・協力・関係各団体からの
サービス提供、記録発表等に利用します。

７．コース設定は自由ですが、新型コロナウイルスへの対応状況をふ
まえ、それぞれの地域で、安全・安心して走る事ができるタイミ
ングと環境で走ってください。

８．必ず交通ルール・マナーや公園等の施設利用ルールを遵守してく
ださい。

９．集団走行は避けてください。複数人数で走る場合は十分距離を空
けるなど注意してください。

10．夜間に走行する際は、反射材やヘッドライト等、安全を確保して
ください。

GPSトレーニングアプリ「TATTA（タッタ）」
をご利用いただくにあたってのスマートフ
ォンの推奨環境は以下のとおりです。
・iOSアプリ＝OSバージョン13以上
（AppleWatchアプリはNG）
・Androidアプリ＝OSバージョン6以上
　※事前にバージョンアップをお願いします。

申込み締切9月30日（木）～午後11：00

先着順に参加者を決定し申込みを終了いたします。

アプリの準備～11月末

「TATTA」ダウンロード

開催期間12月4日（土）～12月12日（日）

開催期間内で走行してください。

賞品発送12月中

参加賞、特典（当選者のみ）を発送します。

・自転車や自動車利用等の、明らかな不正を確認した時は、
失格とみなす場合があります。
・オンラインイベントの性質上、機種の個体差による誤差が
生じます。承諾の上ご参加ください。

大会ホームページ
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