
富山市総合体育館
富山市総合体育館 　富山市湊入船町12番1号　富山駅北口より徒歩5分
※大会当日（10月30日（日））の受付は行いません。　※上記時間帯以外の受付は行いません。　
※受付時に身分証明書等による本人確認を行う場合があります（一般は代理受付不可）。
※富山市総合体育館の駐車場はご利用いただけません。

10 月29 日（土） 10：00～20：00  ランナー受付 富山マラソンEXPO2016

・ナンバーカード引換証

・本人確認書類　※本人確認のため、身分証の提示を求める場合があります。
※原本に限ります。　コピーは認めません。　  

運転免許証・旅券（パスポート）・住民基本台帳カード・マイナンバーカード・身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳・健康保険証・国民年金手帳・介護保険証・住民票・社員証・学生証

　  

※ナンバーカード引換証の誓約書、緊急連絡相手先をあらかじめ自筆でご記入の上お持ちください。
※ナンバーカード引換証の紛失、持参忘れなどの場合、再発行手数料（200円）を申し受けます。
※ナンバーカードの再発行はできません。

受付時に持参するもの

 

※大会当日のランナー受付は行いません。
10月30 日(日)

この度は「富山マラソン2016ジョギングの部」にエントリーいただきありがとうございます。本書をよくお読みいただき、
大会準備にご活用ください。大会スタッフ、ボランティア一同、皆様のご参加を心よりお待ちしています。

受付会場・EXPO会場には参加者の
無料駐車場は準備しておりません。

日時 10月29日（土）10：00～20：00 会場 富山市総合体育館
富山マラソンEXPO2016 環水公園の親水広場にて

飲食ブースを出店します

ジ ョ ギ ン グ の 部 参 加 の ご 案 内

大会スケジュール

ランナー受付会場

受付時に受け取るもの

山・海・まち ～ 美し い 富 山 湾 を 走 ろう～

ランナー受付について

［日時］ 10月29日 10：00～20：00
　　　 10月30日 10：00～17：00

［場所］ 親水広場
）口入園公水環河運岩富県山富（ 　　　

・ナンバーカード 
　
・安全ピン  ・大会プログラム  ・参加賞タオル 

  7：00 更衣開始
  7：45 整列開始
  8：15 スタートセレモニー　
  8：20　　整列完了　　　
  8：30 ジョギングの部 スタート
  9：20 ジョギングの部 終了
  9：30 お楽しみ抽選会 スタート
10：15 お楽しみ抽選会 終了

受付会場へのアクセス

オーバード・
ホール

牛島公園

県営富山武道館

あいの風とやま鉄道線
北陸新幹線富山地方鉄道

富　山

富　山

電鉄富山

富山市総合体育館

委任状などによる代理受付はできません。
ただし、小・中・高校生に限り保護者による代理受付が可能です。友人等による代理受付はできません。

代理受付について

車いすランナー及び障害のある方で単独行動が困難な場合は伴走者をつけての参加となります。
受付時に、伴走者の登録を行います。

伴走者登録のお願い

　　　　　　　　　

 9:30～17:30（土・日・祝日を除きます）

●富山マラソン実行委員会事務局
　

TEL:076-444-4102
 ※受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日を除きます。但し、10月29日（土）は営業）

●宿泊に関するお問い合わせ先　  JTB中部富山マラソン担当 TEL:076-431-7581 ※受付時間
●公式サイト　http://www.toyamamarathon.com/

災害・悪天候等による開催可否と使用コースに関する発表は下記日程と方法で行います。

発表日時：2016年10月30日（日）5:00　
発表方法：富山マラソン2016公式サイト http://www.toyamamarathon.com/

大会に関するお問い合わせ先

大会開催の最終決定について

会場周辺図 　　　　　　 

上記会場周辺図の更衣スペース
※荷物置き場、貴重品預りはありません。

更衣場所　

お楽しみ抽選会について

給水所にはスポーツドリンクを用意しています。なくなり次第終了
となりますので、あらかじめご了承ください。
※紙コップのゴミなどは、路上に投げ捨てずにゴミ箱に捨ててください。
※大会指定場所以外での給水について、主催者は一切責任を負いません。

給水について

トイレは会場内仮設トイレをご利用ください。
新湊きっときと市場開店後は館内トイレもご利用いただけます。

トイレについて

※スタート地点へは選手入口から矢印のとおりお進みいただき整列して
ください。　

※選手入口以外からのコース入場及びナンバーカードを付けていない方
の入場はできません。

※車いすランナーの整列はスタッフの指示に従ってください。
※公共交通機関の遅延であっても、スタート時間に間に合わない場合は

出走できません。

ランナー整列

ジョギングの部終了後、会場内特設ステージにおいて参加者を対象とし
たお楽しみ抽選会をおこないます。抽選会終了まではナンバーカードは外
さないでください。
※当選者が会場内にいない場合、権利を失効いたします。

選手入口

 

　　   エリア

車両通行止車両通行止

車両通行止車両通行止

スタート・ゴール地点

新湊きっときと市場

関係者駐車場

関係者駐車場

駐 輪 場

バス用駐車場バス用駐車場

仮設トイレ女子更衣
スペース

男子更衣
スペース

き っ と き と 市 場
　 　 　  お 客 様 駐車場

車いすランナー
駐車場
車いすランナー
駐車場

総合案内所

給水所

救護所

応援控所ステージ

応援スポット

選手入口選手入口

タイマー

緊急時の救命処置及び、競技中の傷害の応急処置のみ行います。
それ以外の責任は負いかねます。
※救護所に家庭用常備薬（胃腸薬、感冒薬、湿布など）類の用意はありません。

救護所について

時間／7:45～8:20　場所／上記周辺図スタート地点

受付会場となる富山市総合体育館では富山マラソン 2016 をより楽しんでもらう EXPO を開催します。
大会ゲストのトークショー、ランニングクリニック、最新ランニングウェアやシューズの展示即売、富山県
の特産品やオフィシャルグッズの販売などを行います。

(　　　　　　　　　　　　　　　)



立町

新港の森 ( 南 )

新港の森

姫野

八幡町

万葉線

石丸 ( 南 )

石丸

新湊新港

至 小杉 IC

至 堀岡

新湊中学校

県民公園
新港の森

送迎車降車場

大会会場エリア

指定駐車場

指定駐輪場

約45分：350円 徒歩約7分

万葉線を利用

高岡駅 東新湊 スタート会場
（きっときと市場）

富山駅▶きっときと市場 有料直通バス（事前予約制）を利用

お問い合わせ先: JTB中部富山支店富山マラソン担当 TEL:076-431-7581　※受付時間　平日9:30～17:30(土・日・祝日を除きます)

※渋滞など道路事情により、降車場所が変更になる場合があります。

JR富山駅
6:45発

きっときと市場
7:30着

公共交通機関 を利用される方

直通バスを利用される方

高岡駅発
6:15
6:45
7:00

東新湊着
7:00
7:30
7:45

行き

富山会場
12:00発

きっときと市場
12:45着

帰りジョギングの部会場まで座って行ける事前予約制の直通バスを運行します。（先着100名・往復のみ）
富山マラソンホームページ内で先着順（9月30日～）で受付。乗車券は富山マラソンEXPO 会場でお
渡しします。往復料金1,500 円 ( 大人、小人同額 )。( 残席がある場合は、EXPO 会場でも販売します。
料金 2,000 円 ) 大会当日は販売しません。

7:15 8:00

当日のご来場について ｜ 会場（射水）へのアクセス

会場周辺の指定駐車場及び指定駐輪場を無料でご利用いただけます。
会場までは矢印のルートでお越しください。
※きっときと市場内には参加者用の駐車場はありませんので、指定駐車場をご利用ください。
※お帰りの際も矢印のルートのみ通行となります。

 マイカーを利用される方マイカー・自転車 を利用される方、送迎 してもらう方

会場周辺はたいへん混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越しください。公共交通機関・道路事情
による遅刻については責任を負いかねます。

大会当日（10月30日）における会場（射水）までの主な交通手段
※ランナー受付は、前日に富山市総合体育館（富山駅近く）で行います。大会当日の受付はありません。

大会会場エリア周辺拡大図

送迎車降車場

第１駐車場第１駐車場

第２駐車場第２駐車場

第４駐車場第４駐車場

第３駐車場第３駐車場

車 い す
ラ ン ナ ー
駐車場

車 い す
ラ ン ナ ー
駐車場

駐輪場駐輪場

新湊きっときと
市場
新湊きっときと
市場

東新湊

大会会場エリア

　9:３0 ～　
　車両通行止

　8：00 ～　
　車両通行止

5:00 ～ 15:00
新湊大橋通行止

　6:３0 ～　
　車両通行止

※渋滞により到着時刻が前後する場合があります。

全体コース図

競技上の注意事項

荒天等により、新湊大橋を走行できない場
合は石丸交差点までを往復するサブコー
スを使用します。
※10月30日 (日 ) 5:00 に大会ホームページ　
にて発表します。

・安全な大会運営のため、コース上は必ず左側通行してくだささい。
・警察官、大会スタッフなどが走行を一時止めることがあります。また、コース内を緊急車両が走行する場合がありますので、指

示に従ってください。
・車いすランナーと併走する場合があります。
・新湊大橋上から、下を覗き込むことは絶対におやめください。
・新湊大橋上は関係者以外立ち入り禁止ですので、応援はできません。
・午前 8 時 55 分で折り返してもらいます。午前９時 20 分でコース上の参加者は参加者回収車に乗車していただきます。

コース名：射水海王丸コース
　　　　　（約４ｋｍ）

⇔新湊きっときと市場

新湊大橋中央

サブコースについて

海王丸パーク海王丸パーク

海王バードパーク海王バードパーク

新湊大橋
新湊大橋

新湊きっときと市場新湊きっときと市場新湊きっときと市場

万葉線万葉線

折り返し

荒天時サブコース

東新湊駅東新湊駅

海王丸駅海王丸駅

越ノ潟駅越ノ潟駅

石丸石丸

新湊大橋（西）新湊大橋（西）

折り返し

スタート/
ゴール

※9:17 発～11:32 発までの間、新湊庁舎前から六渡寺間はフルマラソンの交通規制のため区間運休しておりますので、お帰りの際はご注意ください。

・競技前、競技中に体調が悪いと感じたら棄
権してください。

・競技中、棄権する場合は近くのスタッフに
知らせ参加者回収車に乗車してください。

途中棄権


