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2022年10月14日（金）     11：00～21：00
2022年10月15日（土）      10：00～20：00

2022年10月14日（金）     11：00～21：00
2022年10月15日（土）      10：00～20：00
※最終入場は30分前になります。
※入場無料
※入場には登録が必要となります。ランナーの皆様は、受付後そのままEXPOへ入場いただけますのでEXPOの入場登録は不要です。
※詳細は公式WEBサイトをご確認ください。

2022年10月16日（日）   

期間

期間

参 加 案 内

スケジュール

※事前予約制となります。
※受付期間内に、必ずランナー本人が受付を行ってください。
※最終入場は30分前になります。
※障がい者の部・車いすの部の方は、ランナー受付場所・時間が異なります。
　9月5日（月）のご案内メールをご確認ください。

国立競技場　新宿区霞ヶ丘町10-1

 入場ゲート　Eゲート
JR総武線各駅停車　千駄ケ谷駅／信濃町駅：徒歩約15分
都営大江戸線　国立競技場（A2出口）：徒歩約10分
東京メトロ銀座線　外苑前駅（2a番出口）：徒歩約15分

※駅からの徒歩所要時間はEゲートまでの時間です。

国立競技場　新宿区霞ヶ丘町10-1

 入場ゲート　Bゲート

国立競技場　新宿区霞ヶ丘町10-1

 入場ゲート　D／F／Hゲート
指定された入場ゲート以外からは入場できません。
入場ゲートはアスリートビブスに記載されておりますので
ご確認ください。
※必ずゲートを通過してください。
※ゲートにより徒歩所要時間が異なります。
　時間に余裕をもってご来場ください。

会場

会場

会場

東京レガシーハーフマラソンEXPO 2022

開催日

東京レガシーハーフマラソン2022ランナー受付（事前予約制）詳細 P.2～P.4

東京レガシーハーフマラソン2022（大会当日） 詳細 P.5～

6:30～  入場ゲート　オープン
7:00～  第1ウェーブ( A～ F ブロック) 
　　　  スタート待機ブロック整列開始
7:20～  第2ウェーブ( G～ L ブロック) 
　　　  スタート待機ブロック整列開始
7:30     入場ゲート　クローズ
　　　  一般観戦ゲート　オープン
7:40     第1ウェーブ（ A～ F ブロック) 
　　　  スタート待機ブロック整列締切

  7:41～  セレモニー開始
  7:55　　第2ウェーブ（ G～L ブロック) 
　　　　   スタート待機ブロック整列締切
  8:00     車いす スタート
  8:05     ハーフマラソン　第1ウェーブスタート
  8:20    　     　　　　第2ウェーブスタート
  9:40     車いす競技終了
11:05   　ハーフマラソン競技終了
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ランナー受付　事前準備

2点以上の提示を必要とする本人確認書類
※ 下記のＡグループ1点＋Ｂグループ1点の
　計2点で確認します。●運転免許証

●運転経歴証明書
●パスポート
●身体障害者手帳
●療育手帳（愛の手帳）

●精神障害者保健福祉手帳（写真付き）
●在留カード
●住民基本台帳カード（写真付き）
●マイナンバーカード（写真付き）

1点の書類のみで確認できる本人確認書類

 ※伴走を認められた方または障がい者の部に参加する方は、身体障害者手帳、
療育手帳（愛の手帳）、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを必ずご持参く
ださい。

　※ 必ずおもて面のみをご提示ください。

  Ａグループ（写真付き）
 ●法人が発行した証明書
　（社員証など）
 ● 学生証
 ●シルバーカード

●タスポ
●クレジットカード

  Ｂグループ（公的機関が発行した書類）
 ●健康保険証
 ●国民年金手帳
 ●介護保険証

● 住民基本台帳カード
  （写真無し）
●住民票

ご用意いただく本人確認書類

ランナー受付　当日準備
・スマートフォン（入場時、体調管理アプリの確認、PCR検査時のWeb問診、アスリートビブス引換え等で使用します。）
   ※画面保存（スクリーンショット等）や出力されたものでは受付できません。
・本人確認書類（コピー不可）

スポーツエントリーの登録

❶ランナー受付の事前予約
 マイページの「ランナー受付時間予約」よりお申し込みください。
 詳細は8月19日（金）もしくは8月26日（金）のご案内メールをご確認ください。
 ※時間毎に受付定員を設けております。そのため、ご希望に沿えない場合があります。予めご了承ください。

❷顔写真登録（電子チケット）
 ランナー受付および大会当日、会場に入場する際に必要となります。9月下旬にご案内予定のメールに記載している、
    電子チケットのURLより顔写真登録画面へ進んでいただき、ご案内に沿って必ずご登録ください。
 ※顔写真登録が済んでいないと、電子チケットをご利用できません。

❸PCR検査の事前Web問診
    「PCR検査Web問診登録・結果」はこちら」より回答してください。
 ※詳細は、10月上旬にメールにてご案内を予定しております。
 ※問診票はランナー受付当日に回答し、ご来場ください。

・体調管理（10月9日（日）～）
　ご自身のスマートフォンに体調管理アプリをダウンロードの上、体温、体調等を記録してください。
　詳細は、9月9日（金）にメールにてご案内しております。

スポーツエントリーの「マイページ」より以下の事前予約及び登録を行ってください。
❶～❸の登録が行われていない場合は、ランナー受付ができません。

体調管理アプリへの登録 ご利用ガイド
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入場はEゲートのみです。（地図：P.1）

❶ TOP画面右下にある「QRコードを表示」を選択し、二次元コードを
入場ゲートにあるタブレットへ提示してください。
❷ 二次元コードを提示すると、事前予約の確認、検温、顔認証が行わ
れます。

※事前予約した時間にならないと二次元コードは表示されません。
※TOP画面は各窓口で使用いたしますので、画面は開いたままにしてください。

❶TOP画面に戻り【ランナー情報】と本人確認書類をご提示ください。（本人確認書類P.2参照）
　※伴走を認められた方は、ここで各種手帳の
         確認を行います。

❷本人確認ができましたら、
    体調管理アプリの登録確認も行います。
　 スマートフォンで「体調管理アプリ」を
    開いていただき、スタッフが提示した
     二次元コードを読み取ってください。

❸本人確認・体調管理アプリの確認がとれましたら、
     スタッフが「サブチケット」にてチェックを行い、EXPO袋をお渡しいたします。

❶スマートフォンで、事前Web問診の完了画面をご提示ください。
❷事前Web問診を確認後、咽頭ぬぐい液採取方式にてPCR検査を行います。
※ 事前Web問診については、10月上旬にメールにて案内する予定です。必ず事前にご登録ください。
※ 検査結果は、スポーツエントリーの「マイページ」で確認できます。出走前に必ずご確認いただくよう
お願いします。
※ 陽性判定の場合、医師から連絡がありますので、指示に従ってください。なお検査結果のご連絡は、
深夜になる可能性がございます。

①事前予約の確認・検温・顔認証

②本人確認・体調管理アプリの確認

③PCR検査

電子チケットのTOP画面

会
場
に
て
指
定
の

二
次
元
コ
ー
ド
読
み
取
り

電子チケット

体調管理アプリ

PCR検査の事前Web問診

❶スマートフォンで、スポーツエントリーのマイページにログインできることを事前にご確認ください。
❷ スマートフォンに電子チケット画面を表示させてください。
　 マイページ記載の「電子チケットはこちら」をタップすると電子チケットのＴＯＰ画面が表示されます。
　 ※TOP画面は、9月下旬に配信予定のメールに記載のURLからも表示ができます。

❸TOP画面では、【ランナー情報】【ランナー受付】【大会当日】の情報を見ることができます。
❹ランナー受付の入場ゲートは、「Eゲート」のみです。（地図P.1参照）
　※障がい者の部・車いすの部の方は、ランナー受付場所・時間が異なります。
　　 9月5日（月）のご案内メールをご確認ください。
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電子チケット

電子チケット

ランナー受付当日の流れ

❶ TOP画面の【ランナー情報】をご提示ください。
   スタッフがアスリートビブス番号を確認後、サブチケットにてチェックをいたします。
❷スタッフがアスリートビブスセットと手荷物預け袋をお渡しいたします。

❶TOP画面の【ランナー情報】をご提示ください。
　スタッフが参加記念Tシャツサイズを確認後、
　サブチケットにてチェックをいたします。
❷スタッフが参加記念Tシャツをお渡しいたします。
※返品、サイズ変更はできません。

【チャリティランナー】
❶チャリティランナーの方は、参加記念Tシャツ受取後、
　チャリティTシャツ受取窓口へお越しください。
❷参加記念Tシャツ受取と同様の手続きにて、チャリティ
　Tシャツをお渡しいたします。

❶アスリートビブスセットを、マットにかざしてください。
　アスリートビブスに張り付けられているBibTag（計測タグ）が、問題なく作動するか確認を行います。

❷正常に作動している場合は、ピーという音がなります。
    音が鳴らない場合はスタッフへお声がけください。

※アスリートビブスの装着方法は、「スタート」（P.5）を参照してください。
※記録を取得するために万全を期して準備しておりますが、様々な外部・環境要因に影響されることがあり、
　100％の記録取得を保証するものではありません。予めご了承ください。

④アスリートビブス引換え

⑤参加記念Tシャツ受取 ※チャリティーTシャツ受取（チャリティランナーのみ）

⑥ BibTag（計測タグ）確認　

⑦ランナー受付 退場

手荷物預け袋アスリートビブスセット
　・アスリートビブス
　　（裏面上下にBibTag（計測タグ）付き）
　・安全ピン
　・手荷物預けシール

縦（mm）：800
横（mm）：650
厚さ（mm）：0.03
容量（L）：45

参加記念Tシャツ

チャリティTシャツ

アスリートビブス引換え窓口は指定されています。TOP画面に記載の窓口へお越しください。

ご自身が申し込んだサイズの窓口にお越しください。TOP画面にも記載がございます。
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大会の開催・中止　最終情報について

アスリートビブスを付ける位置
アスリートビブスが見えやすい胸の位置につけてください。
大会当日、入場ゲートへは、アスリートビブスを装着のうえ、お越しください。

スタートエリア

災害・悪天候等による大会の開催・中止に関する最終情報は、下記の日程と方法で行います。
・最終更新日時：2022年10月16日（日）4:00
・大会公式ウェブサイトにて発表します。（https://legacyhalf.tokyo/）

❶アスリートビブス
❷スマートフォン
❸マスク（不織布を推奨します）
❹手荷物預け袋・シール（手荷物を預ける方のみ）
※忘れた方は出走できませんのでご留意ください。
※スタートまでマスクの着用をお願いします。

大会当日の持ち物

アスリートビブスについて

裏面の必要事項を必ず
記入してください。

指定された入場ゲート以外からは入場できません。

スタートブロック

手荷物預けエリア

BibTag
（計測タグ）

入場ゲート

※ 日本陸連登録競技者は前面と背面に1枚ずつつけてください。
※ BibTag（計測タグ）が貼付している方を前面に着用してください。背中に装着
すると計測できない場合があります。
※ BibTag（計測タグ）に衝撃、強い圧力をかけないようにして保管してください。
また、スマートフォン、テレビ、パソコンモニター等、電波を出す機器の近くに置
かないでください。
※ 計測ポイント（フィニッシュおよび他地点）を通過時にアスリートビブスを手
や腕で隠さないでください。計測できなくなる可能性があり、尚且つビデオ
での記録確認に支障をきたすことがあります。
※ 雨天時など、上着を着る際はアスリートビブスが見えるように、上着の上
にアスリートビブスを装着してください。
※  BibTag（計測タグ） のナンバーとアスリートビブスのナンバーが異なっていても
異常ではありません。
※ BibTag（計測タグ）は回収しません。
※ 正確な計測を行うために、アスリートビブスへの加工はご遠慮ください。
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スタートまでの流れ

❶ TOP画面右下にある「QRコードを表示」を選択し、二次元コードを入場
ゲートにあるタブレットへ提示してください。
❷二次元コードを提示すると、本人確認および検温が行われます。

警備員による持込物のチェックを実施します。
※ 長傘など持込みが制限されている物品は、その場で没収、廃棄等していただきます。
詳細はP.12をご確認ください。

手荷物預けエリア（Baggage Area）は指定されています。アスリートビブ
スに記載されているBaggage Area番号をご確認の上、お預けください。
なお、手荷物預けシールは、わかりやすい場所に貼ってください。
※  スタート待機ブロックには、トイレはございません。必ずコンコースのトイレで済ま
せてからお並びください。

※  必ずランナー受付で配付された手荷物預け袋をご使用ください。なお、手荷物預け
シールは、わかりやすい場所に貼ってください。

※手荷物預け袋の口は、あらかじめ縛ってから預けてください。

A～Fブロックの方は、Gゲートからスタート待機ブロックへ、
G～Lブロックの方は、Eゲートからスタート待機ブロックへ移動
してください。
誘導看板およびスタッフの指示に従い、整列してください。
必ず指定されたブロックから出走してください。
※衣類やマスクの脱ぎ捨てはやめましょう。
※スタートまでマスクの着用をお願いします。また、私語は慎みましょう。

①入場　6:30～ 7:30 入場（D/F/Hゲート）

②電子チケットによる本人確認・検温（D/F/Hゲート）

③セキュリティチェック（D/F/Hゲート）

④手荷物預け（コンコース）

⑤指定スタート待機ブロックへの整列

指定された入場ゲート（P.7参照）から、ご入場ください。入場ゲートはアスリートビブスに記載されています。
※入場ゲートへは、アスリートビブスを装着のうえ、お越しください。
※あらかじめ出走時の服を着用のうえ、ご来場ください。
※スタート前に更衣スペースはご利用できません。
※フィニッシュ後は更衣スペースをご利用できます。（12:00まで）
※ 指定された入場ゲート以外からの入場はできません。当日は混雑が予想されます。時間に余裕を持ってご来場ください。
　入場時間内に間に合わない場合、出走できません。
※障がい者の部・車いすの部の方は、入場方法が異なります。別途ご案内資料をご確認ください。

【注意】
二次元コードが表示されていない場合は、ランナー受付を行っていないか、
PCR検査の結果、陽性判定を受けた方となり、出場することはできません。
入場ゲートで本人確認を行わないと出走できません。

【注意】スタート時、立ち止まっての写真撮影は禁止です。速やかに競技場を出るように、ご協力ください。

指定スタート待機ブロック 整列締切

A～ Fブロック（8:05スタート） 7:40

G～ Lブロック（8:20スタート） 7:55
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・ アスリートビブスが見えるウェアで参加してください。
 ※アスリートビブスは審判員に見える位置につけてください。（P.5参照）

・大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、
コース上を緊急車両が通行することがあります。その
場合は、コース上のスタッフの指示に従って緊急車
両の通行を優先してください。

・ランナーの走行停止をお願いすることがあります。
　緊急車両通行時にはご理解・ご協力をお願いします。

・ 距離表示は21kmまで1kmごと、あと3km～あと
1kmに設置します。

・ トイレを利用する際は、マスク
の着用、手洗い・手指消毒をお
願いします。

・ コース上に、看板による表示が
あります。必ず所定の場所にて
お願いします。

・各給水所に消毒液を
設置しています。給水
所を利用する前は、必
ず手指消毒を行ってく
ださい。

・ランナーの密集を防ぐため、利用できる給水テーブ
ルをアスリートビブスの下一桁で指定しています。
指定されたテーブルから給水を行うようにお願いし
ます。

・コース上に6ヶ所の給水所を設けます（P. 14参照）。

・給水所で出たごみは、必ずごみ箱に捨ててください。

・スペシャルドリンク設置は、招待選手・エリート選手
のみ行います。ご了承ください。

・給水所以外での給水・給食については、主催者は一切
責任を負いません。

・国立競技場内、コース上に救護所を設置しています。
   （P.14参照）

・指定のごみ箱以外にごみを捨てないでください。
・ごみをボランティアへ手渡ししないでください。

・コース上の「審判員（ネイビーのスタッフウェア）」に
途中棄権することを申告し、最後尾収容バスに乗車、
または近くの収容関門まで歩いて向かってください。

・ コース上は交通規制が行われていますが、大会車両が
並走する場合がありますので十分ご注意ください。

・ ランナーの走行状況等によっては歩行者を横断させる
ことがありますので、ご協力をお願いします。

・ トイレなどでコースを外れる場合は歩行者等の通行
にご注意ください。歩道は歩行者が優先となります。
接触しないように十分気を付けましょう。

ごみについて

服装

トイレ

距離表示

給水所

救護所

・ 交通・警備、競技運営上、関門閉鎖を行います（P.14
参照）。関門閉鎖後は競技を続けることはできません。
審判員の指示に従い、収容バスで国立競技場へ移動し
てください。

・ 閉鎖時刻前でも、審判員が明らかに閉鎖時刻までに
到達できないと判断した場合は、競技中止を指示する
ことがあります。

収容関門

競技途中で棄権する場合

走行中の注意

コース全体図 P.14へ

コース

緊急車両通行等へのご協力のお願い

下記の記録を目標にペースセッターがコースを走ります。

・目標フィニッシュタイム
　1時間30分　1時間40分　1時間50分　2時間00分　2時間15分　2時間30分

・ペースセッターはあくまでもペースの目安であり、正確な設定タイムでフィニッシュするものではありません。

ペースセッター



フィニッシュ
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号砲からのグロスタイムとスタート通過からのネットタイ
ムとします。速報記録は下記URLより確認ができます。
https://sporoku.jp/result/legacyhalf_20221016

※ サイトオープンは大会当日の予定です。
※ 記録証は大会終了後（11月上旬）に配信予定の記録証
案内メールまたはスポーツエントリーの「マイペー
ジ」からご確認ください。

記録に不備があった際には、10月19日（水）までに以下のお
問い合わせフォームからご連絡ください。詳細はアスリー
トビブスに同梱している注意事項をご確認ください。
https://sporoku.jp/result/legacyhalf_20221016/contact

※サイトオープンは大会当日の予定です。

公式記録

記録

フィニッシュ後の流れ

フィニッシュエリアに手指消毒用のボトルをご用意していますのでご使用ください。
マスクはご自身のマスクを着用ください。
フィニッシュ後、立ち止まって写真撮影をすることはご遠慮ください。

更衣エリア（2F）へはスタッフの誘導に従ってお進みください。更衣エリア以外での更衣は禁止
です。マスク着用、飲食禁止、15分以内のご利用にご協力ください。また、ごみのお持ち帰りにも
ご協力ください。
※更衣不要の方は、そのままお帰りいただけます。
※「誰でも更衣室」は、1Fにのみのみご用意しております。ご希望の方はスタッフまでお声掛けください。

チャリティランナーの皆様へ
チャリティランナー専用のラウンジ内に更衣スペースを設けてお
ります。手荷物受取の完了後、スタッフの誘導に従いチャリティ
ランナー専用ラウンジへお進みください。寄付先団体との交流ス
ペースやチャリティランナー向けのランナーサービスもご用意し
ておりますので、フィニッシュ後はぜひお越しください！

オープン時間：9:00～12:00
場所  ：3F　風のテラス

※ 3Fへは専用エレベーターでお
越しください。（P.10参照）

※ 専用ラウンジ入場の際は、アス
リートビブスの提示が必要とな
ります。

完走メダル、フィニッシャータオル、ドリンク等を各自でお取りください。

手荷物を預けた場所で受け取ってください。
アスリートビブスに記載されているBaggage Area番号をご確認ください。

①手指消毒・マスク着用

②ランナーサービス

③手荷物受取

④更衣

⑤退場～12:30

記録不備について

お帰りの際は、1F D／F／Hゲートからご退場ください。更衣後にそのままお帰りの方は 2Fからも
ご退場いただけます。観戦をご希望の方は、フィニッシュ後に観戦いただけるスペースを1Fにご用意し
ております。詳細はP.10をご確認ください。



フィニッシュ
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観戦スタンド

ランナーの皆様がフィニッシュ後に観戦いただけるスペースを、
『ランナー観戦スタンド』として1Fにご用意しております。
その他、ご家族などが応援できるスペースとして『一般観戦エリア』をご用意しています。
定員15,000人（ランナー除く）で事前登録制を予定しております。
なお、詳細は改めてスポーツエントリーよりメールでご案内いたします。

東京 レガシーハーフマラソンバーチャル EXPO 2022

・手荷物預けエリア（Baggage Area）および『ランナー観戦スタンド』から『一般観戦エリア』へは入場できません。
　一般観戦エリアへ行かれる場合は、一度、国立競技場から出ていただき、Bゲートから入場してください。
　なお、入場の際は、アスリートビブスが必要となります。

・更衣エリア２Fでは観戦できません。

・観戦スタンドでの更衣はご遠慮ください。

・D／ F／ Hゲートへの再入場はできません。

注意事項

2022年9月30日（金） ～ 10月28日（金） 

仮想都市空間サービスREV WORLDS 「東京レガシーハーフマラソンEXPO会場駅」
※ 入場にはスマートフォンが必要です。

バーチャル空間にブースが出展され、参加者はアバターの姿で空間内の回遊・様々なコンテンツを
楽しむことができます。
※入場無料

＜Google Play＞
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.revworlds

＜  App Store  ＞
https://apps.apple.com/us/app/rev-worlds/id1554810291

開催期間

使用プラットフォーム
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注意事項

注意事項

国立競技場およびコース上に持込める物品等に関して制限を設けています。
準備の際には以下を十分にご注意ください。万一、持込みが制限されている物品等が発見された場合、
その場で没収、廃棄等をお願いしますので、予めご了承ください。

駅や商業施設のトイレや駅構内など公共の場での更衣は禁止です。

ごみ箱以外へのごみ捨ては禁止です。ご自身で持ち込んだごみは持ち帰りましょう。

国立競技場およびコース上への持込み制限について

ランナーの皆様へお願い

その他の持込み制限について
・毒劇物、爆発物、火薬類、油類、有毒ガス発生等の恐れのあるもの、 その他危険物。
・刃物類、可燃物、その他、危険性のある小道具。
・カッターナイフ、はさみ、工具類、長傘（折りたたみを除く）、凶器として使用される恐れのあるもの。

飲料物の取り扱いについて
ビン・カンの持込は禁止（移し替えできません。）

・  開場6:30前の来場はご遠慮ください。

・  国立競技場周辺は、周辺住民や施設への迷惑となりますの
で前日からの屋外での待機や泊まり込みはお控えください。

・  会場への、自家用車での送迎や貸切バス等での来場は
できません。

 ・国立競技場内（外構部含む）ではドリンクの購入ができま
せんので、必要な場合は各自でご準備ください。（ビン・
カン持込禁止）ペットボトル・水筒の持込は可能です。

・  駅や商業施設のトイレや駅構内など公共の場での更
衣はやめましょう。

・  スタート前や競技中に、コース周辺のホテル・ビルなど
への出入り、トイレの使用や更衣はしないでください。
仮設トイレは混雑する可能性があるのでご注意ください。

・  アスリートビブス・BibTag（計測タグ）の再発行は行いま
せん。アスリートビブスを装着していないランナーは失格
となります。

スプレー缶の取り扱いについて
スプレー缶の持ち込みは禁止。ただし、以下の要件を満たすものに限り、持ち込みを可能とする
・市販されている商品のうち、未開封状態のもの
　（ただし、明確に医薬品及び化粧品に分類されているものに限る）
・単体の内容量120ml以下のもので個数は1本までとする
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■クーポンの応募はこちらから！
https://webcp.sbg.jp/1010cp-line4-9-1-lhm

・利用可能期間：10月31日（月）まで
・ イベント申込者のご家族やご友人の方等もご応募いただけます。
・ 先着順　クーポンの利用予定数に達した場合は、利用可能期間にかかわらず利用できなくなります。
・ クーポン応募画面に記載の応募規約をご確認ください。

■クーポンに関するお問い合わせ
東京１０１０クーポンキャンペーン窓口
e-mail：tokyo1010cp-2022@e.try-sky.com
※本クーポンについての各浴場（各店舗）へのお問い合わせはご遠慮ください。

★クーポンについての詳細は

・大会参加中に被った傷害または疾病に対しては、
応急処置までを行います。なお、大会参加中の傷害
事故について、見舞金が支給される場合があります。
大会終了後、東京マラソン財団（TEL：03-5500-
6677）まで、ご連絡ください。

・救護所に家庭用常備薬（胃腸薬、感冒薬、湿布
など）の用意はありません。また、鎮痛消炎スプレー
剤の処置は行いません。

その他

10月16日（日）
10月23日（日）

•BS-TBS     7:59～（LIVE）   エリートレース

•TBS地上波　25:58～（関東ローカル）

スポロク
応援したいランナーのタイムと位置情報をチェック！
ＰＣ・スマートフォン・タブレットを利用して、スタートしたランナーのタイムと予測位置情報を地図上で確認できるサービスを
大会当日ご利用いただけます。自宅で家族や友人を応援するのに便利です。
https://sporoku.jp/result/legacyhalf_20221016
※サイトオープンは大会当日の予定です。

大会公式ウェブサイト https://legacyhalf.tokyo/

東京レガシーハーフマラソン2022
エントリー事務局（スポーツエントリー内）

宿泊プランにお申込の方

TEL:0570-039846

受付時間：
10月13日（木）まで※土日、祝日を除く  10:00～17:30
10月14日（金） 10:00～20:30
10月15日（土） 10:00～19:30
10月16日（日） （大会当日） 4:00～12:00

近畿日本ツーリスト株式会社
受付時間：10:00～18:00

東京レガシーハーフマラソン2022
交通規制お問い合わせ窓口
TEL:03-6628-4652

受付時間：
9月20日（火）～10月7日（金）※土日、祝日を除く 10:00～17:00
10月11日（火）～10月15日（土） 10:00～18:00
10月16日（日）（大会当日） 7:00～18:30

※ かけ間違いのないように、電話番号をよくお確かめのうえ、お問い合わせください。交通規制に関するお問い合わせ

各種お問い合わせはこちらまで ※ かけ間違いのないように、電話番号をよくお確かめのうえ、お問い合わせください。

東京レガシーハーフマラソン2022最新情報はこちらから

テレビ放映

救護に関して

参加者・応援者におすすめ！WEB・モバイルサービス

［ 問い合わせフォーム ］
https://www.sportsentry.ne.jp/inquiry
※国内のみ
※大会名の入力項目へは「東京レガシーハーフマラソン」とご記入ください。

・ 各種規約等に反すると判断した場合、競技審判員より
競技を中止させることがあります。

・ ランナーの健康状態等によって競技継続は困難と判断
した場合、競技審判員又は医師より競技を中止させる
ことがあります。

  競技の中止ついて

東京レガシーハーフマラソン２０２２にご参加の皆様に、東京都内の銭湯（※）を１回無料で
ご利用いただけるモバイルクーポンをプレゼントいたします。
※東京都公衆浴場業生活衛生同業組合に加盟する浴場

【出走権付宿泊プラン】
TEL:0570-012-450

【出走権付アクセスセットプラン】
名古屋発アクセスセットプラン TEL:0570-012-451
関西発アクセスセットプラン TEL:0570-012-453
山陽発アクセスセットプラン TEL:0570-012-453

【都内ホテル宿泊プラン】
 TEL:0570-012-470 

東京1010（セントー）クーポンプレゼント

東京1010クーポン 検索
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❶ 国立競技場をスタートし、外苑西通りを北上します。富久町西交差点を右折し、靖国通りから外堀通りへ飯田橋付近で5km地点を通過、その後東京ドーム前、
水道橋を通過し白山通りへ入り、神保町交差点で左折し靖国通りを走ります。（日本橋北詰折返しまでは東京2020パラリンピックマラソンコースと同様）

❷ 須田町交差点で右折し、中央通りに入り日本橋方面南下、日本橋北詰手前で折り返して神田駅付近で10㎞地点を通過し、神保町交差点まで戻ります。
❸ 今度は神保町交差点を左折、白山通りを南下し、平川門を左折し内堀通りを南下、大手門手前の交差点で折り返したら、（大手門手前の折返しまでは東
京2020パラリンピックマラソンコースと同様）元来たコースに沿って走り国立競技場のフィニッシュを目指します。

コース情報

コース全体図


