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2019 年第 13回台南古都国際マラソン大会要項 

一、主管： 

台南市政府、社団法人台南市体育総会、台湾港務股份有限公司 

二、主催： 

台南市政府教育局 

三、執行： 

台南市体育処、台南市体育総会陸上競技委員会 

四、協賛： 

内政部営建署南区工程処、経済部工業局安平工業区服務中心、南市区漁会、台南市政府警察

局、台南市政府交通局、台南市政府民政局、台南市政府環境保護局、台南市政府衛生局、台

南市政府消防局、台南市政府観旅遊局、台南市政府文化局、台南市政府工務局、台南市政府

水利局、台南市政府新聞及国際関係処、台南市政府秘書処、台南市動物防疫保護処、台南市

安平区公所、台南市安南区公所、台南市中西區公所、台南市南区公所、台南市体育総会体育

志工委員会、奇美医療財団法人奇美医院、国立台南大学、中華医事科技大学、台南応用科技

大学。 

五、開催日時： 

2019年 3月 3日(日)午前 5時 45分スタート 

六、開催地点： 

台南市政府永華市政中心南島路(708台南市永華路 2段 6号) 

七、種目： 

種目 フルマラソン 42.195km ハーフマラソン 21.0975km ファンラン 5km 

参 加 費 NT$：900元 NT$：700元 NT$：350元 

ランナーズチ
ップ保証金 NT$：100元 NT$：100元 

なし 計 NT$：1000元 NT$：800元 

備考 
ランナーズチップの保証金（100元）は、競技終了後に

チップと引き換えに返還されます。 

参加申込み 

下記申込み専用ウェブサイトよりお申込みください。 

http://bao-ming.com/ 

受付期間：2018年 10月 15日 14:00～11月 20 日 23:59  

制限時間 6時間 3時間 30分 50分 

定 員 3000人 7000人 6000人 

集合時間 5:00-5:30 a.m. 5:00-5:45 a.m. 6:00-6:15 a.m. 

スタート 5:45 a.m. 6:00 a.m. 6:15 a.m. 

http://bao-ming.com/2015tainanmarathon
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大会会場 台南市政府永華市政センター前広場 

八、種目別グループ： 

    (一)フルマラソン、ハーフマラソンは、年齢別に 13グループに分けられます。 

グループ 男  子   グループ 女  子 

A 70歳以上（～1948生） A 60歳以上(～1958生) 

B 60 ～69歳（1958～1949 生） B 50 ～59歳(1968～1959生) 

C 50 ～59歳（1968～1959 生） C 40 ～49歳(1978～1969 生) 

D 40 ～49歳（1978～1969 生） D 30 ～39歳(1988～1979 生) 

E 30 ～39歳（1988～1979 生） E 20 ～29歳(1998～1989 生) 

F 20 ～29歳（1998～1989 生） F 17 ～19歳(2001～1999 生) 

G 17 ～19歳（2001～1999 生）   

    (二)ファンラン 5km：年齢や性別によるグループ分けはありません。 

(三)スタートブロック：ベストタイムにより各ブロックへ時間内にお集まりください。マラ

ソンまたはハーフマラソンの参加者で、集合時間に遅れた場合は、各参加種目の最終ス

タートブロックからのスタートとなります。 

フルマラソン 42.195 km ハーフマラソン 21.0975 km 

1ブロック 3 時間 10分以内 4ブロック 1 時間 20分以内 

2ブロック 4 時間 10分以内 5ブロック 1 時間 40分以内 

3ブロック 5 時間 10分以上 6ブロック 1 時間 40分以上 

    (四)ファンラン 5 km：7ブロック。 

九、競技コース： 

(一)フルマラソン 42.195 km 

       （スタート）南島路左折して中華西路二段右折して府前路二段府前路一段右折

して南門路樹林街交差点(大南門)右折して健康路一段西門路一段との交差点通過

健康路二段南楽街との交差点を左折して新楽路へ新信路を右折して安平港大門

左折して新港路(反対車線)折返し地点 (ランナーズチップ確認地点)新港路右

折して北堤聯絡道路左折して漁光路右折して漁光橋左折して光州路光州路(億

載金城)通過右折して安億路(反対車線)左折して安億路(反対車線)安億橋通過左

折して運河路(反対車線)右折して湖内一街(反対車線)左折して水景橋(安平小砲

台)左折して城平路左折して世平一街右折して漁浜路漁濱路と安北路の交差点

通過四草大橋(反対車線)通過四草大道(反対車線)左折して四草大道 81巷右折し

て北汕尾一路 83巷左折して鹿耳門溪旧道(右側)四五堡漁港を左折して往安検所

左折して媽祖宮一街 345巷鎮門宮(鄭成功廟)府城天険の折返し地点(ランナーズチ
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ップ確認地点)媽祖宮一街 345巷右折して媽祖宮一街(鹿耳門天后宮)右折して顕

宮二街(顕宮小学校)右折して北汕尾二路北汕尾一路右折して四草大道四草大橋

北側橋を渡って左折して安北路(反対車線)左折して洲平路王城路通過安北路口

通過安平路 850 巷(東興洋行)右折して安平路左折して湖内一街(安平小砲台)左

折して運河路右折して安億橋安億橋通過左折して慶平路右折して建平路左

折して南島路ゴール（市政府前広場）。 

(二)ハーフマラソン 21.0975 km 

（スタート）南島路左折して中華西路二段右折して府前路二段右折して南門路樹

林街口交差点(大南門)右折して健康路一段西門路一段との交差点通過健康路二段

南楽街との交差点を左折して新楽路へ新信路との交差点を右折して安平港大門左折

して新港路(反対車線)折返し地点(ランナーズチップ確認地点)新港路右折して北堤

聯絡道路左折して漁光路右折して漁光橋左折して光州路光州路(億載金城)通過

右折して安億路(反対車線)左折して安億路(反対車線)右折して慶平路右折して建平

路左折して南島路ゴール（市政府前広場）。 

    (三)健康休閒路線 5 km： 

       （スタート）南島路右折して南榕大道(東) 右折して永華路二段右折して建平路

左折して慶平路左折して国平路左折して永華路二段左折して建平路右折して

南島路ゴール (市政府前広場)。 

十、申込み方法： 

   （一）大会当日の会場での参加申込みはできません。 

   （二）申込み期間：2018年 10月 15日(月) 14:00～11月 20日(火) 23:59 

上記期間内であっても、定員に達し次第、エントリー受付は締め切られます。なお、

追加エントリーは行われません。 

   （三）エントリー方法：ウェブサイトhttp://bao-ming.com/ よりお申し込みください。 

         1.ウェブサイトでのエントリーおよび参加費のお支払い手続き後は、必ずウェブサイ

トにて入金完了をご確認ください。入金完了をもって正式なエントリー手続き完了

となります。 

         2.ウェブサイトでのエントリーの際は、各項目を漏れなくご記載ください。 

3.フルマラソン、ハーフマラソンへのエントリーでは、スタート順序の振り分けに必

要ですので、必ず最近二年以内のベスト記録を記載してください。 

         4.エントリー種目は、慎重にご判断ください。またエントリー完了後の氏名、種目、

ウェアサイズの変更は、一切受け付けられません。 

 

         5.記念ウェアのサイズは下記のとおりです。サイズの希望がない場合は、一律に Lサ

http://bao-ming.com/
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イズとなります。 

サイズ（cm） 3XS 2XS XS S M L XL 2L 3L 

胸  囲 80 85 91 94 99 104 109 114 119 

身   丈 53 56 58 63 66 69 71 73 76 

±1～3cmが適正なサイズとなります 

         6.当日は交通規制が行われますので、ご自身の体力や体調に合わせた種目にエントリ

ーしてください。 

   （四）参加費のお支払方法： 

         1. 7-ELEVEN の ibon(20,000元以下の場合 20元の手数料がかかります) 

(1)ウェブサイトでのエントリー後、i-bonの払込コードを取得し、72時間以内に台

湾 7-11の i-bonを通してご入金ください。 

           (2)i-bon画面の左上の「代碼輸入」（コード入力）を選択します。 

           (3)コード「EBT」を入力し、 「下一步」（次へ）を押します。 

           (4)14桁の払込コードを入力しｍす。例：『AA000000123456』。 

           (5)『聯絡電話』に電話番号を入力します(ウェブサイトでエントリーした際の携帯電

話番号を入力してください)。 

           (6)『繳費項目及資訊』（お支払情報）を確認します → 『確認，列印繳費單』（お

支払いシート出力）を押します。 

           (7)シート出力後、3時間以内に、7-ELEVEN のレジにてお支払いシートを提示し、

参加費をお支払いください。 

       

         2.ウェブサイトでのエントリー後、3日以内にお支払い手続きを完了してください。期

限内に入金されない場合、エントリーはキャンセルされます。 

         3.お支払い手続き後、ウェブサイトにて必ず入金完了をご確認ください。エントリー

完了後は、エントリー内容の変更は一切できません。特に、種目、氏名、身分証番

号、生年月日などは必ずご確認ください。記載の誤りや記載漏れによる人権侵害や

損害が生じても異議申し立てはできず、大会側は一切の責任を負いません。 

   （五）お問い合わせ： 

     1.ウェブエントリーに関するお問合わせ：E-Betterインフォメーションサービス  

電話番号： (02)2951-6969 受付時間：月～金 09:00～18:00  

2.大会要項に関するお問合せ：陳登禄／電話番号：0933-689588 

3.大会後のお問合せ：体育処活動組・羅世倫／電話番号（06）2157691内線 231 

   （六）ランナー受付： 
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         1.台湾本島在住の方： 

           大会冊子、ゼッケン、ランナーズチップ、記念ウエアなどは、すべて郵送となりま

す（ファンランの方には、大会冊子およびランナーズチップはありませんが、会場マ

ップやスケジュールを配布します）。発送は、大会 2週間前となります（実際の発送

日は公式サイトまたはフェイスブックにてご確認ください）。2018年 2月末までに到

着しない場合は、至急ご連絡ください（専用ダイヤル：0983-852567。担当：陳）。ま

た、大会運営の都合上、大会当日の参加申込みはいたしかねますので、どうぞご了承

ください。 

郵送手数料は下記のとおりです（台湾国内）。 

人數 1～2人 3～10人 11～30人 31～50人 51～100人 101人~ 

費用 

(NT) 
100元 200元 400元 600元 800元 1000元 

 

         2.馬祖、金門、澎湖、海外在住の方： 

大会前日（3月 2日）の 14:00～18:00 に、身分証もしくはパスポートをご持参のうえ、

大会サービスカウンターにて配布物をお受け取りください。その際に、郵送手数料も

返金いたします。なお、この日にお受け取りにならない場合は、郵送手数料の返金も

しくは配布物の郵送はいたしかねます。 

   （七）記念品： 

種 目 記念ウェア ゼッケン 安全ピン 大会冊子 

フルマラソン     

ハーフマラソン     

ファンラン    × 

   （八）完走記念品： 

種  目 
記念グ

ッズ 
完走メダル バスタオル 

スポーツ

タオル 
記録証明書 お弁当 

ミネラルウオ

ーター 

フルマラソン    × 当日印刷   

ハーフマラソン    × 当日印刷   

ファンラン   ×  完走証 ×  

（九）シャトルバス： 

   ランナーの方々用にシャトルバスをご用意しております。運賃は一人 40元（往復）、

10～15分間隔での運行となります。ランナーおよびご家族の方々はぜひご利用くださ

い。（運賃は、参加費と一緒にご入金ください） 
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路線 

台鉄台南駅前 

(北門路二段 4号) 

 

台南市議会前広場 

(永華路二段 2号) 

台南市議会前広場 

(永華路二段 2号) 

 

台鉄台南駅前 

(北門路二段 4号) 

時刻表 

 04：00 a.m.     05：00 a.m. 

 04：10 a.m.     05：10 a.m. 

 04：20 a.m.     05：20 a.m. 

 04：30 a.m.     05：30 a.m. 

 04：40 a.m.     （最終便） 

 04：50 a.m. 

07:30 a.m. 

07:40 a.m. 

07:50 a.m.  

08:00 a.m. 

08:10 a.m. 

08:20 a.m. 

08:30 a.m. 

08:40 a.m. 

08:50 a.m. 

09:00 a.m. 

09:10 a.m. 

09:20 a.m. 

09:30 a.m. 

09:40 a.m. 

09:50 a.m.  

10:00 a.m. 

10:10 a.m. 

10:20 a.m. 

10:30 a.m. 

10:40 a.m. 

10:50 a.m. 

11:00 a.m. 

11:10 a.m. 

11:20 a.m. 

11:30 a.m. 

11:40 a.m. 

11:50 a.m. 

12:00 p.m. 

12:15 p.m.  

12:30 p.m. 

12:45 p.m. 

13:00 p.m. 

13:15 p.m. 

13:30 p.m . (最終便) 

備  考 
ご搭乗はランナー優先となります。 

バスの定員に達し次第、発車いたします。 

（十）駐車場： 

 

エリア 

（区） 
駐車場名 場所 

1 中西 湖美街臨時無料公共駐車場 
中西区湖美街 60巷 

(西湖社区活動中心付近) 

2 安平 怡平路無料臨時駐車場 
安平区怡平路と永華 6街の交差点

付近 

3 安平 育平七街 60巷公共駐車場 
安平区育平七街 60巷 

(慶平路の安億停車場の後方) 

4 安平 建平八街臨時無料公共駐車場 
安平区建平 8街、建平 9街、永華 3

街の交差点付近(郵便局の西側) 

5 安平 民權路四段終点臨時無料公共駐車場 
安平区民権路 4段の終点 

(ポンプ場付近) 

6 安平 育平 9街公共駐車場 
安平区国平路と育平 9街の交差点

付近 

7 安平 郡平路口臨時路外公共駐車場 
安平区郡平路 

(郡平路 388号の向かい側) 

8 安平 文平路および建平五街の臨時駐車場 
安平区文平路と建平五街の交差点

付近 

9 安平 運河路の駐車場 
安平区運河路 

(展望台、金城里活動中心付近) 

10 安平 安億路路上駐車場 
安平区安億路と慶平路の交差点の

東南側 

11 安平 國平自辦市地重劃區公共駐車場 
安平区健康路 3段と国平路の交差

点付近 
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12 中西 海安路地下駐車場 中西区海安路一段 188号 

13 中西 民生路臨時駐車場 
中西区民生路二段 400巷の西側(元

の警察局レッカー車駐車場) 

14 安平 建平 16街の路上駐車場 
安平区建平 16街の中華西路近くの

南北両側 

15 安平 林黙娘記念公園路上駐車場 安平区安億路の林黙娘公園付近 

16 安平 安平港港浜歴史公園広場駐車場 
安平区安億路と平豊路の交差点の

西北側 

17 安平 億載金城北側路上駐車場 
安平区永華路 2段と光州路の交差

点付近の西南側 

18 安平 水景公園路上駐車場 安平区安北路の水景公園付近 

19 安平 平豐路/育平 6街/育平 7 街口 
 

21 安平 大潤発量販店前 華平路と郡平路の交差点付近 

22 中西 光賢街臨時駐車場 文中 51、文小 55 

23 安平 永華六街および建平十二街 金華段 9-5号  

24 安平 建平路と建平十七街の交差点付近 新南段 35-2号  

 

十一、タイムの計測について： 

   （一）フルマラソン、ハーフマラソンの参加ランナーに、ランナーズチップを配布いたしま

す。ランナーズチップは、シューズにしっかりと固定してください。腰や肩に取りつ

けると、正確なタイムが計測されなくなります。ランナーズチップの使い方や注意事

項は、大会冊子に掲載されておりますので、必ずご確認ください。また現場の係員の

指示にも必ず従ってください。 

 （二）フルマラソン、ハーフマラソンのタイム計測は、大会が定めた時間が基準となります。

スタートはスターターピストルの号砲、ゴールはゴール地点に到達の時間となります

（記録証明書には、スタート地点とゴール地点で計測されたランナーズチップの時間

が記載されます）。途中のチェックポイントでは、必ず計測用マットの上を通過してく

ださい。スタート、ゴール、各チェックポイントのすべてでランナーズチップが反応

しないとタイムが記録されず、記録証明書も発行されません。 

   （三）マラソン、ハーフマラソンでは、ゼッケンの番号順に並んでスタートしてください（マ

ラソン：1→2→3ブロック、ハーフマラソン：4→5→6ブロック）。スポーツマンシッ

プにのっとり、実力ランナー優先とし、スタート順の争いや割り込みなどをしないで

ください。 

   （四）スタート時間は厳守してください。スタート時間より 20分以上遅れた場合は、安全上

の理由からスタートが制限され、タイムの計測も行われません。 

十二、表彰： 

（一）賞金： 
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男女別の各総合成績により、賞金とトロフィーが贈られます。総合成績の入賞者は、

各年齢別グループでの表彰はされません。賞金が台湾ドル 20,000 元以上になる場合、

中華民国の税法に基づき、国内ランナーには 10%の所得税が課されます。また、外国

人ランナーの方には、金額の多寡にかかわらず、20%の所得税が課されます。なお賞

金お受け取りの際は、身分証明書のコピーをご提出ください。 

順 位 
フルマラソン 

男子/女子 

ハーフマラソン 

男子/女子 

優勝 NT$100,000元 NT$12,000 元 

二位 NT$30,000元 NT$10,000 元 

三位 NT$20,000元 NT$8,000 元 

四位 NT$15,000元 NT$7,000 元 

五位 NT$12,000元 NT$6,000 元 

六位 NT$10,000元 NT$5,000 元 

七位 NT$8,000元 NT$4,000 元 

八位 NT$7,000元 NT$3,000 元 

九位 NT$6,000元 NT$2,500 元 

十位 NT$5,000元 NT$2,000 元 

（二）各年齢別グループでは、それぞれ男女別の上位 3名に賞金とトロフィーが贈られます。 

順 位 
フルマラソン 

男子/女子 

ハーフマラソン 

男子/女子 
備    考 

優勝 NT$1,500元 NT$1,000元 各グループでの参加

者数が 5 名未満の場

合、賞金は贈られま

せん。 

二位 NT$1,200元 NT$800元 

三位 NT$1,000元 NT$500元 

（三）フルマラソン、ハーフマラソンでの各年齢別グループの表彰者数は下記の通りです。

トロフィーと記念品が贈られます。 

種  目 各グループ参加者数 表彰者数 備        考 

（1）フルマラソン 

（2）ハーフマラソン 

6~20人 3 各グループの参加者

数が 5人未満の場

合、トロフィー、記

念品とも贈られませ

ん。 

 

21~50人 5 

51~100人 8 

101-200人 10 

201 人以上 12 

 1.男女別各総合成績の入賞者は、各年齢別グループでの表彰はされません。 
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         2.高齢者の参加に敬意を表し、フルマラソン、ハーフマラソンで完走された男子 70歳

以上、女子 60歳以上の方には、参加者数にかかわらず、上位 10名にトロフィーと記

念品が贈られます。 

         3.ファンランには成績表彰はありません。 

         4.表彰式： 

          （1）フルマラソン：2019年 3月 3日（日）午前 9:00 大会会場ステージ 

          （2）ハーフマラソン：2019年 3月 3 日（日）午前 10:00 大会会場ステージ 

          （3）各年齢別グループにつきましては、成績確定後、会場にて表彰式のご案内をア

ナウンスいたします。 

         5.総合成績の入賞者は、表彰の際、必ず身分証のコピーをご提出ください。外国籍の

方は、パスポートをご用意ください。 

         6.表彰式に参加されなかった入賞者の方は、大会当日の 12:00 までに、会場の表彰者

受付にて、賞をお受け取りください。時間内にお受け取りにならなかった場合は、

放棄と見なされます。 

   （四）記録証明書： 

         1.フルマラソン、ハーフマラソンのランナーの方は、制限時間内に完走された場合の

み、大会当日（3月 3日）12：30までに、完走証発行所にて、記録証明書を発行い

たします。時間を過ぎての発行はいたしかねますのでご了承ください。ただし特に

考慮すべき事由があり、当日の発行ができなかった場合は後日発行いたします。 

         2.ファンランのランナーの方で、制限時間内に完走された方には、ゴール地点にて完

走証をお渡しいたします。タイムにつきましては、ゴールの際に示された時間を各

自お書きください。 

   （五）制限時間内に完走されたフルマラソン、ハーフマラソンのランナーの方にはバスタオ

ルと記念品、ファンランの方にはスポーツタオルが贈られます。制限時間内に完走さ

れなかった方には贈られませんのでご了承ください。 

   （六）ランナーの方は、競技終了後、ゼッケンと引き換えにお弁当をお受け取りください。

お弁当はランナーの方全員が対象です。 

   （七）会社や団体名義でのエントリー（同一名義で一回のエントリー）の場合、30人以上に

限り、テント一張りをお貸しいたします。設営場所に限りがありますので、先着 50

張り、エントリーの早い団体を優先とさせていただきます。 

   （八）国際ルールに従い、コースには給水所が設けられます。 

   （九）スポーツドリンク、水、スポンジ、軽食、ご当地グルメ、トイレ、ロードシャワー 

給水所 水 
スポーツ
ドリンク 

スポンジ 軽食 グルメ トイレ 
ロード 

シャワー 
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2.5 Km        

5 Km        

7.5 Km        

10 Km        

12.5 Km        

15 Km         

17.5 Km        

20 Km        

22.5 Km        

25 Km        

27.5 Km        

30 Km        

32.5 Km        

35 Km        

37.5 Km        

40 Km        

十三、罰則規定： 

   （一）下記に違反した場合、記録は取消となります。 

         1.大会規定によらずに他人から給水、給食を得てはならない。 

         2.審判員や係員の指示に従わなければならない。 

         3.ゼッケンは安全ピンで胸につけなければならない。 

         4.コース内にペット、ベビーカー、ローラースケート、スケートボード、キックスケ

ーターを持ち込んではいけない。 

         5.ランナーズチップは必ずシューズに取りつけることとし、チェックポイントすべて

での計測が行われなければならない。各チェックポイントでの計測が行われなかっ

た場合、記録証明書は発行されない。 

   （二）下記項目に該当した方は、記録が取消しとなるほか、台南市が開催するイベントへの

参加が 3年間禁止となります。またその氏名が台南市政府のウェブサイトに掲載され

ます。 

1.車両の使用や扶助など、他人の援助を得て競技を有利に進めた者。 

2.身分証明書の内容がエントリーしたグループの資格と合わない者。 

3.喧嘩あるいは審判員や係員への侮辱など、スポーツマンシップや道徳に反する行為

を行った者。 

4.不正出走を行った者。代走者、被代走者ともに、大会審判委員長より成績の無効が

告知され、大会への参加が 3年間禁止となる。また両者の氏名をウェブサイトに掲

載する。 

十四、異議申し立て： 

   （一）競技に関わる異議：ランナーは、競技中、審判員に質疑をすることはできません。陸
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上競技規則に明記されているものと同様の事柄については、審判員の判断が採用され、

異議申し立てを行うことはできません。 

   （二）手続き：競技に関わる異議については、各グループの成績が発表されてから 30分以内

に、大会側へ提出してください。その際、台湾ドル 3,000元の保証金を払い、大会側

より領収書が発行されます。異議申し立てはすべて審判委員会によって判断がなされ

ます。審判委員会の決定により異議申し立てが認められなかった場合は、保証金は返

還されません。 

十五、注意事項：下記注意事項をよくお読みください。 

   （一）手荷物のお預かり： 

         1.お預かり：2019年 3月 3日午前 4：30～5：25。時間内にお預けください。 

         2.保管時間：2019年 3月 3日午前 4：30～12：30。お預かりしておく時間です。 

         3.お受け取り：2019年 3月 3日午前 7：00～12：30。時間内にお受け取りください。 

         4.お手荷物は、指定の場所にお預けください。お受取りは、競技終了後、ゼッケンを

ご提示のうえ、お受取りください。 

         5.貴重品はご自身の責任で管理してください。貴重品の盗難や紛失は、一切の責任を

負いません。 

   （二）安心してご参加いただくために： 

         1.エントリーの際は、ご自身の体力と十分に相談し、必ず制限時間内に完走できるよ

うにしてください。何よりも安全を最優先に考えてください。 

         2.ランナーの方は、必ずご自身の体調や健康状態をよく考慮して参加してください。

無理な参加は絶対におやめください。特に心臓や血管に疾患のある方、糖尿病の方

などは、参加をお控えください。体調や健康状態を考慮しない参加、または疾患を

隠しての参加等の場合、競技中のアクシデントや事故等は参加者自身の責任とし、

大会側は一切の責任を負いません。 

         3.大会の審判員、医師、交通整理員は、健康や安全のため、ランナーの競技続行を中

止または停止させたりすることができるものとします。また、その場合、ランナー

の異議申し立ては認められません。 

          4.競技は一般道路で行われますので、ランナーの方は車両や通行人に十分注意してく

ださい。 

         5.空気質指数（AQI）が 151～200（赤色警報）以上に達した場合、希望するランナー

には大会側からマスクを提供します。また空気質の状況により、競技時間の短縮や

大会の中止を決定することがあります。その場合、ランナーの異議申し立ては認め

られません。 

   （三）ランナーズチップについて： 
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         1.フルマラソン、ハーフマラソンのランナーの方は、必ずランナーズチップの説明書

を読んでください。個人の操作ミスによって記録が計測されなかった場合、大会側

は一切の責任を負いません。 

         2.ランナーズチップやゼッケンを紛失した場合、再発行はされませんので、競技終了

まで、ご自身の責任で保管してください。またゼッケンがない場合、参加資格が失わ

れますので、十分にご注意ください。 

         3. 身分証明書を必ず携帯してください。大会中に提示を求められることがあります。 

         4.エントリー手続き完了後の競技不参加、もしくは大会当日のランナーズチップ未返

還の方は、2019年 3月 8日までに台南市体育処（台南市南区体育路 10号：台南市

体育処活動組）にてチップの返還および保証金の返金の手続きを行ってください。

期限後の返還手続きや保証金の返金はいたしかねますのでご了承ください。 

   （四）給水所について： 

         1.給水所の設置：各自用意したドリンクは、一番手前のテーブルに置いてあります。

その他のテーブルは大会側からの給水と給食です。 

2.エリートランナーの方は、大会当日 2019年 3月 3日午前 5:00 までに、審判員カウン

ターへ用意したドリンクをお渡しください。なおドリンクにはゼッケン番号、指定

する給水所を明記してください。時間を過ぎてのお預かりはいたしかねます。 

   （五）大会前に台風等の不可抗力の天災が発生した場合、主催者側はランナーの安全確保の

ため、中止や延期またはコースの変更を決定することがあります。これについてのラ

ンナーによる異議申し立ては認められません。中止となった場合は参加費の 50%を返

金いたします。 

   （六）大会中の映像、写真、記録のテレビ、新聞、雑誌等のメディア、大会公式サイト、台

南市市政府の刊行物への掲載権と肖像権は主催者に属するものとします。 

十六、返金について： 

   （一）参加費入金後、競技に参加できなくなった場合の返金については、下記の通りです。 

         1.2018年 12月 31日午後 5時までに手続きを行った場合： 

100元（振込手数料および返金手数料）を差し引いた参加費とランナーズチップの保

証金 100元を返金いたします（※ファンランにはランナーズチップ保証金はありませ

ん）。 

2. 2019年 1月 1 日以降、返金手続きはできません。 

   （二）返金手続きについては、まず E-Better（電話番号：02-29516969）にお電話いただき、

エントリー申込み者の氏名（または団体名）、エントリーグループ（団体でのエント

リーの場合はチーム名）、エントリー番号、電話番号、振込口座（受取人の口座名義

および口座番号）をご登録ください。エントリー申込み者の身分証明書等との照合を
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行った後、一～二週間後に返金額をお振込みいたします。なお返金完了後、大会参加

資格は失われます。 

十七、ランナーの安全、交通、競技の運営上、大会では下記の地点で収容関門閉鎖を実施します

（関門閉鎖時刻は下記の通りです）。関門の閉鎖は、必ず時間通りに行われます。関門閉

鎖後は競技を続行することができませんので、収容バスにご乗車ください。収容について

のランナーの異議申し立ては認められません。 

関  門 地 点 閉鎖時刻 

第 1関門 5 km 7:00 

第 2関門 10 km 7:40 

第 3関門 15 km 8:20 

第 4関門 20 km 8:50 

第 5関門 21.0975 km 9:15 

第 6関門 25 km 9:35 

第 7関門 30 km 10:10 

第 8関門 35 km 10:50 

第 9関門 40 km 11:30 

第 10関門 ゴール 11:45 

十八、保険について： 

（一）主催者側では、すべてのランナーとスタッフに対する保険に加入しており、競技におけ

る事故については、すべて保険契約の規程に準じます。異議申し立ては認められません。 

 （二）大会前に台風等の不可抗力の天災が発生した場合、主催者側はランナーの安全確保のた

め、中止や延期またはコースの変更を決定することがあります。その際は、主催者側より

別途告知いたします。 

 （三）ランナーの方は、標示に従って道路の右側をお進みください。また交通ルール、交通整

理員の指示、道路標識、道路標示、信号は必ずお守りください。 

 （四）参加申込みの際に虚偽や記載の誤りがあった場合は、被保険者の資格を失い、自己責任

となりますのでご注意ください。 

 （五）ランナーの方は、必ずご自身の能力やコンディションを十分に見極めたうえで無理のな

い競技を行ってください。大会前日は十分な睡眠をとり、当日はスタート 2時間前には朝

食をとってください。 

（六）本大会では、事故傷害保険（公共意外險）に加入しています（詳細につきましては、保

険契約の規程に準じます）。 

（七）事故傷害保険（公共意外險）の補償範囲：被保険者が保険期間内に発生した事故により、

第三者にケガを負わせたり、死亡させたりした場合、もしくは第三者に財産の損害を与え

た場合で、法律上の賠償責任を負わなければならない時は、損害賠償請求の際に、保険会

社が被保険者に対して補償を行います。 
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保険の内容は、2005年 11 月 2日付の内政部による規定（内授消字第 1040823601）に基づき、

以下のようになります。 

（一）1000人未満の場合 

  1. 一人あたりの対人傷害支払限度額：NT$500万元 

  2. 一件あたりの傷害賠償責任支払限度額：NT$3,000万元 

  3. 一件あたりの損害賠償責任支払限度額：NT$200万元 

  4. 保険期間における最高賠償金額：NT$6,400 万元 

（二）1000～3000人未満の場合 

  1. 一人あたりの対人傷害支払限度額：NT$500 万元 

  2. 一件あたりの傷害賠償責任支払限度額：NT$5,000万元 

  3. 一件あたりの損害賠償責任支払限度額：NT$200万元 

  4. 保険期間における最高賠償金額：NT$10,400万元 

（三）3000～10000人未満の場合 

  1. 一人あたりの対人傷害支払限度額：NT$500 万元 

  2. 一件あたりの傷害賠償責任支払限度額：NT$10,000万元 

  3. 一件あたりの損害賠償責任支払限度額：NT$200万元 

  4. 保険期間における最高賠償金額：NT$20,400万元 

（四）10000人以上の場合 

  1. 一人あたりの対人傷害支払限度額：NT$500 万元 

  2. 一件あたりの傷害賠償責任支払限度額：NT$15,000万元 

  3. 一件あたりの損害賠償責任支払限度額：NT$200万元 

  4. 保険期間における最高賠償金額：NT$30,400万元 

 

保険適用外の事項 

（一）個人の疾病によるスポーツ傷害。 

（二）ショック、心臓病、糖尿病、熱疲労、熱中症、高山病、てんかん、脱水症等、個人の体

質や自らの心血管に起因する症状は、保険の適用外です。事故傷害保険（公共意外險）は、

不測かつ突発的な事故による傷害の賠償責任に対してのみ適用されます。 

（三）上記の（二）に挙げられた疾病の既往歴のあるランナーの方は、ご自身の体調や健康を

十分に考慮し、各自の責任で個人的に各種保険に加入してください。 

（四）次のような病歴や症状のある方は、突然死のリスクが高くなっています。必ず事前に専

門医とご相談の上、無理な参加は絶対におやめください。 

   原因不明の胸の痛みや不快感、原因不明の呼吸困難、原因不明のめまい、突然の意識障

害、高血圧（> 140/90 mmHg）、心臓病、腎機能異常、糖尿病、脂質異常症（総コレステ

ロール > 240 mg/dl）、ご家族に心臓病の病歴がある場合（60歳前に心臓病の発症や突然

死をした方が一親等内にいる場合）、てんかん。 

十九、大会における免責事項：ランナーは、その負傷、財産の損失、死亡に対して、その原因
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の如何に関わらず、主管、主催、執行、協賛に関わる各機関や組織、団体に対するいかな

る損害賠償も行わないものとします。 

二十、参加申込みをしたランナーは、本競技規程に定めるところの全ての事項に同意したもの

とみなします。 

二十一、上記の規定にない事項があった場合、大会側より修正の後、別途お知らせいたします。 

 


