
2014 台北富邦マラソン 

一、指導：外交部、教育部体育署 

二、主催：台北市政府、社団法人中華民国ロードランニング協会 

三、共催：台北市政府体育局 

四、メインスポンサー：富邦金控 / 富邦人壽 

五、協賛：台灣阿迪達斯股份有限公司、日商久光製藥股份有限公司、白蘭氏食益補國際股份有限公司 

、星辰表(香港)有限公司台灣分公司、BRITA 

六、開催日時：2014 年 12 月 21 日（日）午前 7 時スタート 

七、開催場所：台北市市民広場 

八、レース種目： 

種目 
フルマラソン

（42.195KM） 

ハーフマラソン 

（21.0975KM） 

ランニング 

（9KM） 

警察・消防士 

（9KM） 

キッズ 

(2KM) 

定員 7000 19500 14900 600 1200 

参加料 NT$1000 NT$800 NT$600 
先着 600 名 

無料 

NT$300 を先

払い。レース終

了後、ナンバー

カードとチップ

返却時に

NT$300 を返金 

年齢制限 
1997 年以前の出生者 

17 才未満は申し込み不可 

2007 年以前の出生者 

7才未満は申し込み不可 

現役の警察・消

防士限定 

小学校 5、6 年生

限定 

計測チップ 
(以下「チップ」 

と称す ) 

参加料はチップ保証金（NT$100 元を含む）、 

無料の参加者はエントリー時に、チップの保証金を支払い。レース終了後、 

チップ返却時に、保証金を返金する。 

時間制限 

330 分 210 分 90 分 90 分  20 分 

交通規制の為、他者の道路使用権利を守るため、参加者は交通規制スタッフと審判員の指

示に従うこと。制限時間内に完走できない者は指示に従い、収容車に乗車すること。 

申し込みをしていない者の伴走は不可。 

集合時間 06:40 07:00 07:15 

スタート 07:00 07:30 07:45 

 台北市市民広場 

当日上記のレース以外、参加料無料のファンラン 3KM のレースも行なう。興味のある人方はぜひ参加して

ください。時間制限は 30 分、先着 10000 名に 2014 台北マラソンのオリジナル記念品を贈呈。(先着順、無く

なり次第終了)。当日 2014 年 12 月 21 日 06：30 から 07：30 の間に、台北市市民広場の所定の場所で、先着順

でナンバーカードを配布し、定員に達し次第応募を締めきる。ナンバーカードを受け取った方は 3KM のレー

スに参加できます。ファンランは午前 08：00 にスタート。（順位はなし） 

フルマラソン、ハーフマラソン、9KM にエントリーした参加者全員に ADIDAS 社製 2014 台北マラソン運

動用タンクトップを贈呈。キッズ組の参加者には 2014 台北マラソン記念 T シャツ一枚を贈呈。 

範囲表示サイズ表 

(サイズを選択しない場合はＬサイズで発送する。) 

レース組 ADIDAS 運動用タンクトップシャツ 

S-85CM M-94CM L-102CM XL-111CM XXL-120CM 

キッズ組 T シャツ 

12 番-80CM S-90CM  M-100 L-105 

九、コース説明： 

1.フルマラソン(42.195KM)： 



台北市市民広場仁愛路中山南路中山北路新生北路濱江街（林安泰古厝）大佳河濱公園迎風河濱公

園成美左岸河濱公園麥帥一橋越堤道成美右岸河濱公園彩虹河濱公園美堤河濱公園圓山河濱公園百

齡右岸河濱公園百齡橋越堤道百齡左岸河濱公園大佳河濱公園迎風河濱公園塔悠路 5 號水門塔悠路

健康路匝道上高架麥帥二橋接下基隆路匝道信義路光復南路仁愛路終点台北市市民広場。 

2.ハーフマラソン（21.0975KM） 

台北市市民広場仁愛路中山南路中山北路北安路明水路樂群一路堤頂大道環東大道麥帥二橋接

下基隆路匝道信義路光復南路仁愛路終点台北市市民広場。 

3.9KM、警察・消防士組（9KM） 

台北市市民広場仁愛路 中山南路折返仁愛路終点台北市市民広場。 

4.キッズ組(2KM)： 

台北市市民広場仁愛路延吉街口折返(交差点は越えない)仁愛路終点台北市市民広場。 

5.富邦ファンラン組(約 3KM)： 

台北市政府市府路集合出發→市府路集合出發→右轉松高路→右轉松仁路→右轉松壽路→右轉市府路→終点台北

市市民広場。 

十、レースの組分け： 

フルマラソン、ハーフマラソン及び 9KM の各レースは年齢別で 13 組（男 7 組、女６組）と視覚障害

者組に組み分け。フルマラソンとハーフマラソンの年齢制限は 1997 年以前の出生者で大会当日 17 才未

満の方はエントリー不可；９KM 組の年齢制限は 2007 年以前の出生者で大会当日に 7 才未満の方はエン

トリー不可。正確に組み分けをするため、エントリー時に、正しい生年月日を申告すること。エントリ

ー時に、不正確な個人情報(虚偽年齢など）を申告した場合、参加者の資格を取り消し、返金も行なわな

い。 

男 70 才含以上 男 60-69 才  男 50-59 才 男 40-49 才 男 30-39 才 男 20-29 才 男 19 才含以下 

視覚障害組 女 60 才含以上 女 50-59 才 女 40-49 才 女 30-39 才 女 20-29 才 女 19 才含以下 

1.視覚障害組：中華民国ロードランニング協会が認める団体から、レース申し込みの規則に従って、申し込むこ

と。視覚障害組の参加者は必ず伴走者を 1 人同伴すること。なお、伴走者の記録は計測しない。伴走

者は 1 人のみ、参加料は不要。受付で視覚障害組にエントリーした参加者と伴走者に記念タンクトッ

プ各一枚を贈呈。タンクトップのサイズを選択しなかった場合は、L サイズを贈呈。伴走者はエント

リー時に登録した人物と異なる場合、完走記録証を発行しない。 

2.キッズ組：定員 1200 名、小学校 5～6 年生の在学者。申し込み時に、エントリーシートと健康保険カードのコ

ピーが必要、NT$300（参加料とチップの保証金）を先払い、レース当日、チップとナンバーカード

を持参して、キッズ組の受付テントで全額返金を受ける(当日の午前 8:00～12:00 受付、上記時間帯以

外の受付は行わない)。申し込みは、郵送或いは本人による申し込み，もし資料の不備、定員オーバ

ーなどで、他の諸費用が発生した場合、参加者各自で諸費用を負担する。 

3.警察・消防士組：先着 600 名は無料。エントリーシートと警察証・消防士証のコピーと 2009～2013 年台北マ

ラソン記録証のコピー（所属団体の判子）が必要。100 元(チップの保証金)を先払い、9KM レースに

参加できる。（上記の資料が完備していない場合、エントリーは失敗とみなし、エントリー時の資料

を返却する。）もし定員に達した場合、警察・消防士の参加希望者はランニング(9KM)組にを申し込

みができるが、別途参加料を支払うこと。エントリー方法は郵送或いは本人による直接の申し込み。

もし資料の不備、定員オーバーなどで、他の諸費用が発生した場合、参加者各自で諸費用を負担する。 

十一、大会エントリーパンフレットの引き取り： 

下記の場所で大会エントリーパンフレットの引き取りが可能。エントリー希望者は大会規則を良く読むこと。

ネットでエントリー個人情報を入力して、参加料を支払う。2014 年 12 月 20 日の 18:00 前に本大会のレース

用品を受け取れば、エントリーの手続きが完了です。 

(1)中華民国ロードランニング協会 台北市大同区昌吉街 55 号 2 階 206 室  電話：02-25855659 

(2)中華民国ロードランニング協会 ホームページ http://www.sportsnet.org.tw(オンラインエントリー)。キッズ

組と警察・消防士組はインターネットでエントリーシートをダウンロード、プリントすることが可能。 

十二、エントリー： 

フルマラソン組 42.195KM /ハーフマラソン組 21KM/ランニング組 9KM： 

今大会の手続きは全てネットによるエントリーを行なう。受付日時：2014 年 9 月 22 日(月)～11 月 3 日

(木)午後 17：00 まで。以下のサイト http://www.sportsnet.org.tw で申し込むこと。エントリー情報を入力し

て、入金方法を選択すること。定員に達する前に、エントリーと入金の手続きを済ませること。エントリ

ー締め切り前に、定員に達し次第、応募を締め切る。 

http://www.sportsnet.org.tw/
http://www.sportsnet.org.tw/


(1)クレジットカード(オンライン)決済の場合： 

  MASTER、VISA、JCB を使用，クレジットカード番号を入力してから、ネットでオンライン決済が可能。

支払いボタンを 2 度押さないこと。入金終了後、ホームページに入金完成のサインが出る。もし同画面が表

示されない場合は、クレジットカード会社に照会すること。 

(2)7-ELEVENi-bon コンビニエンスストアで支払う場合(２万元を上限とする，手数料 18 元は各自負担) 

  ネットによるオンラインエントリーで登録を完了後、i-bon のオ-ダ-番号(訂單編號)で 全国各地の 7 -ELEVEN 

の店舗で支払い手続きを行なう。 →i-bonマシンのホームページ（首頁）から『代碼輸入』 を選んで、廠商碼『LAM+

オーダー番号（訂單編號、16桁)』 を入力→ 『聯絡電話』(連絡先電話は、エントリー時に登録した携帯番号等) → 

確認『繳費項目及資訊』 → 『確認，列印繳費單』(確認、支払い請求書をプリント) → 支払請求書をプリントし

てから、３時間以内に支払うこと。 

支払い。登録完成後、翌日午後２時までに入金手続きを完了させる。翌日午後２時までに入金手続きが終わら

ない場合は、エントリー資格を失う。規定時間以内に支払いを完了できなかった者は、放棄とみなし、空きの出

た人員は翌日 2時から再エントリーを受け付けるので指定時間以内に入金をすませること。また支払いの領収書

は保管すること。 

（一）全参加者は制限時間内の完走を求められるので、参加者は制限時間内に完走できることを確認する

こと。道路使用に関する規定により、レース中は規定の時間のみ車両通行を開放する。手続き完了

後、自己都合による人名の変更、レース種目の変更、記念 T シャツサイズの変更及びキャンセルは

不可。申込者本人以外の出場（代理出走）、出場資格の無い者の伴走は不可。また申し込み手続き

が完了していない場合、出場は不可。 

（二）申し込み時に記念 T シャツのサイズを記入をしなかった場合は、L サイズを発送する。もし特定のサイ

ズが不足した場合、主催側は他のサイズを発送する権利を有する。  

（三）入金完了後、受付システムが自動的に申し込みをした者に申し込み成功のメールを発送する。申し

込み成功のメールが届かなかった場合、ロードランニング協会ホームページ（http://www.sportsnet.org.tw）

の「報名查詢」で申し込みが成功したか否かを確認すること。 

（四）キッズ組と警察・消防士組のエントリーは郵送エントリーと本人エントリーを行う。中華民国ロードラ
ンニング協会ホームページでエントリーシートをダウンロードし、プリントアウトする。もし資料不足或いは
定員に達した場合、資料返却に関する諸費用が発生した場合は、申込者が各自負担する。。 

注：エントリー締め切り日は 2014 年 11 月 13 日。今大会の定員は限られているので、エントリー締切日前に、
定員に達した場合、申し込みの受付はその時点で締め切る。エントリーの集計は入金を完了した人を優先的に
集計する。郵送エントリーの場合、登録資料の不備、入金金額不足は、返却扱いとする。返却時に、発生した
諸費用は参加者が各自負担する、その諸費用はエントリー料金から天引きする。資料返却上の問題で、エント
リー期日を過ぎた場合でも、主催者は一切責任を負わない。エントリーの締切日と定員に達する前に、エント
リーを完了すること。エントリーの締切日を過ぎるか定員に達した場合、その時点で申し込みは終了。レース
参加者は 2014 年 12 月 20 日の 18:00 前にレースグッズを受け取ったら、エントリー手続きが完成。 

十三、ランナー受付(エントリーの手続きが済んだ方) 

（一）本人受け取りの場合 

 1.時間：2014 年 12 月 18 日(木)、19 日(金)9 時~20 時、20 日(土)9 時~18 時。この時間帯以外は、

受付不可。  

2.場所：台北田徑場 A 側入口 1 樓 135 檢錄室  台北市敦化北路 3 号  

大会一週間前にエントリーのお知らせメール（電子ファイル）を発送する。受付の際、エントリーの受け取

り番号と身分証明書を提示すること。 

他人に依頼する場合は、依頼者はエントリー番号を知らせれば、代理受理が可能。ただし、代理人は身分証

明証の提示が必要。もし物品の横領が発生した場合、主催者は一切責任を負わない。 

電子ファイルのエントリーのお知らせが届かない場合、中華民国ロードランニング協会ホームページに「報

名查詢專區」或いは、受付場所で、参加者の身分証明書の番号を伝え、エントリー番号を調べることで、受

付が可能。 

 （二）宅配受付 

  本人が受付に行けない場合、エントリー時に宅配受付の申し込み（宅配領取服務）が可能。宅配による申

し込みの際には、宅配料金が加算される。宅配サービスは、台湾国内に限り有効。 

宅配受付の場合，大会直前の 2014 年 12 月 15 日~17 日の間にレース関連グッズを配達する。郵送物の中身

は、ナンバーカード、チップと記念品を同封する。郵送物は間違えなく届けられるように、エントリー時に、

必ず正しい住所を入力すること。 

大会の三日前から指定の住所までレースグッズを発送する、もしグッズを配達しても受取人がおらず、レー

スに参加できなくても、主催者は荷物の再配達はしない。レースグッズの引き取りはレース終了後の以下の

時間帯（12/22～12/26 8：30～12：00；13：30～17：30））に中華民国ロードランニング協会まで引き取り

に来ること。指定期日を過ぎた場合は、放棄したとみなし、主催者はグッズを保管しない。 

http://www.sportsnet.org.tw/


宅配料金。1～4 人 130 元、5～20 人 600 元、21～50 人 1,200 元、51～100 人 1,800 元、101～200 人 2,400 元、

201～300 人 3000 元とし、100 人増えるごとに、600 元を加算する。 

レースグッズを受け取ったら、受付手続きは完了。レース当日 12 月 21 日に大会会場に集合すること。 

（三）レース当日の支払いと受付(対象は所用のため、所定の受付期間に手続きが完了しなかった有料レース

参加者。料金は宅配料金と同じ。)。 

参加者が所用のため、受付期間中に手続きが出来ず、出場資格を失わないため、当日支払いの受付を

行なう。  

レース当日に大会インフォメーションで臨時受付場所を設ける。料金は宅配受付の料金と同等。 

エントリー受け取り番号と身分証明書を提示してから、受付可能。 

当日の朝 06:00～06:30 の間に受付を完了させること。6 時半を過ぎたら、手続きは終了。 

（四）エントリー手続きが完了しなかった者は、出場資格を失い、レースへの出場は不可。審判は、ナンバー

カードを装着していない参加者のレース出場を止めさせる権利を有する。 

（五）個人的事情で受付が出来ず、レースに出場出来なかった者は、12 月 22 日から 26 日の間のオフィスア

ワーに中華民国ロードランニング協会まで、レースグッズを引き取りにくること。指定期日を過ぎた

場合は、放棄したとみなし、レースグッズの保管はしない。 

十四、表彰： 

（一）奨金：男女別総合成績の順位に応じて奨金を授与する。好記録が出るように、今レース「2014 台北富

邦マラソン」は男子組と女子組の選手に同額の奨金を授与する。同時に大会記録を破った選手には奨金 200

万元を授与する。中華民国の税法により、国内選手は奨金 19,999 元以上を獲得の場合、10％の所得稅を課す。

外国籍の選手には、同じく 20%の所得稅を課す。(受賞者は受賞時に、身分証明書のコピーを提出する。総合

成績 10 位以内の者は、年齢別での重複受賞はできない。)  

 

総合成績   
フルマラソン組 

男子 / 女子  

キッズ組 

男子 / 女子  

一位 

男子 2 時間 10 分 24 秒の大会記録突破者 NT$2,000,000 

奨金 NT$2,200 女子 2 時間 27 分 36 秒の大会記録突破者 NT$2,000,000 

新記録未達成者： NT$1,200,000  

二位 NT$500,000  奨金 NT$2,000  

三位 NT$300,000  奨金 NT$1,800 

四位 NT$100,000  ギフトカード NT$1,600 

五位  NT$75,000  ギフトカード NT$1,400 

六位  NT$50,000  賞品 

七位  NT$40,000  賞品 

八位 NT$30,000  賞品 

九位  NT$20,000  賞品 

十位  NT$10,000  賞品 

特別奨励：台湾選手の競技レベルを向上させるため、主催者は台湾最高記録突破の台湾男

女選手に NT$100,000 の奨金を授与する。台湾記録は以下の通り。   

 （男）許績勝 2時間 14分 35秒（女）許玉芳 2時間 39分 53秒 

(総合成績 10 位までの選手は年齢別での重複受賞はできない。) 

総成績 
ハーフマラソン組 

男子 / 女子 

ランニング組（9KM） 

男子 / 女子 

警察・消防士組（9KM） 

男子 / 女子 

一位  NT$50,000 NT$20,000  NT$10,000  



二位 NT$35,000  NT$15,000  NT$8,000  

三位  NT$15,000  NT$8,000  NT$6,000  

      (受賞者は身分証明書を提出，総成績 1～3 位の選出は年齢別との重複受賞はできない。) 

 

総合成績 
視覚障害組（フルマラソン） 

男子 / 女子 

視覚障害組（ハーフマラソン） 

男子 / 女子  

視覚障害組（9KM） 

男子 / 女子 

一位 NT$12,000 NT$8,000 NT$5,000 

二位  賞品 賞品 賞品 

三位  賞品 賞品 賞品 

 

1. 賞品と盾：フルマラソン、ハーフマラソン、9KM 年齢別参加者人数により受賞人数が決定：100 名以内：

2 名受賞；101-200 名：3 名受賞；201-300 名：4 名受賞；301 名以上：5 名受賞。 

2. 高齢者（男 70 歲以上、女 60 歲以上）の参加を促すため、フルマラソン、ハーフマラソンと 9KM の参加

者に対して、各組 10 位まで賞品と盾を授与する。 

3. 警察・消防士組は、男女総合成績ランキングで、上位各３名に奨金を授与する。警察・消防士組の受賞者

は 9 キロ組との重複受賞は不可。  

４．受賞者本人が表彰式に出席出来ない場合、獎典組（賞品取り扱いのブース）で盾と賞品を受領するこ

と。受け取りの際、必ずレースのナンバーカードか身分証明書を提示すること。各組受賞者は当日 13 時

までに受け取ること。指定時間を過ぎた場合は、放棄とみなす。 

５．制限時間内にフルマラソン、ハーフマラソンを完走した者に，記念スポーツタオル一枚、記念メダル

一枚を贈呈する。レース終了から三日以内に、制限時間内に完走した参加者に、メールで電子ファイルに

よる完走記録証を発送する。エントリー時に必ず正しいメールアドレスを登録すること。中華民国ロード

ランニング協会のホームページ http://www.sportsnet.org.tw で完走記録証のダウンロードが可能。紙の完走

記録証は発行しない。「成績查詢列印」の欄で，記録の検索とダウンロードが可能。制限時間に完走でき

なかった者、或いはタイムの計測が出来なかった者の記録証は発行しない。 

6.フルマラソン、ハーフマラソン、9 キロレースへの参加人数が多かった上位企業 3 社に、「健康企業メダル」

を贈呈、また主催者はイベント現場でランナー集合用テント 1 張りを提供。 

7.フルマラソン/ハーフマラソンの参加者は、弁当を受け取る際に、白蘭氏（栄養飲料）１本が貰える。(無く

なり次第終了)。 

8.台北市政府インフォメーション局は大会期間に記録検索サービスを提供する。  

（A）記録検索サービス：大会当日に http://www.taipei.gov.tw で調べる。                              

（B）無料記録メッセージサービス：エントリー完成者は、12 月 8 日から 18 日までの期間内に

http://marathon.taipei.gov.tw で受信できる台湾で使用可能な携帯番号を登録すれば、台北市政府は指定の携

帯番号にレースの記録を送信する。 

（C）大会生中継サービス：大会実況の生中継は検索サービスネットと MRT 全線のホームで放送する。「愛

台北」APP を利用することで、実況生中継が観られる。APP ストアで「愛台北」APP をダウンロードす

ること。 

9.「My Sports」APP をダウンロードして会員になると、参加者のレース記録を随時友人とシェアできる。

mySports は本レース参加者のために様々なイベントを行ない、お得な賞品もいっぱいなのでぜひ参加を。 

十五、チップ 

（一）「2014 台北富邦マラソン」はチップを使用する、選手はエントリー時に、チップの保証金 NT100 元を

支払うこと。レース前に、エントリー手続きが済んだ参加者にナンバーカード、記念品とチップを配

布する。レース終了後、チップを返却すると、保証金を返金する。大会当日にチップを返却できなか

った場合は、12 月 22 日から 26 日の間に直接、中華民国ロードランニング協会へ返却すること。指定

期日までチップを返却できない場合は、保証金の返金は不可。チップの装着方法はパンフレットに掲

載しているので参考にすること。または、レース当日に現場スタッフに尋ねることも可能。レース記

録は大会が発表したレース記録を基準とする。 

（二）国際陸上規則 165.24 條により、スタート時間は号砲を基準として、計測する（グロスタイム）。公式

http://www.sportsnet.org.tw/
http://www.taipei.gov.tw/
http://marathon.taipei.gov.tw/


記録はグロスタイムを基準とし、順位もグロスタイムで決定する。 

（三）チップの交換、他人のチップを装着、一人でチップを二つ以上装着することを禁ずる。違反した場合

は、出場資格と記録を取り消す。 

（四）チップでレース記録を計測するため、計測地点を通過する時、チップを装着した足が確実に地面上の

計測マットを踏むこと。チップの装着不備で、タイムが記録されなかった場合、主催者は責任を一切

負わない。 

（五）マラソンマナーを守ること。スポーツマンシップを発揮し、記録が良い選手を優先的に出発させる

こと。 

（六）規定の時間内に出発すること。主催者は号砲から 15 分以上遅れた選手を出走させず、記録も計測し

ない。 

十六、交通規制スケジュール： 

交差点 
仁愛路 

逸仙路 

仁愛路 

光復南 

仁愛路 

延吉街 

仁愛路 

216 巷 

仁愛路 

安和路 

仁愛路 

敦化南 

仁愛路 

大安路 

仁愛路 

復興南 

仁愛路 

建國南 

仁愛路 

新生南 

キロ位置 140M/42KM 530M/41KM 730M/8.3KM 1KM/8KM 1.2KM/7.8KM 1.5KM/7.5KM 1.7KM/7.3KM 2KM/7KM 2.5KM/6.5KM 3KM/6KM 

規制時間 06:58 06:58 06:58 07:00 07:00 07:01 07:02 07:03 07:04 07:05 

解除時間 12:30 12:30 10:00 08:59 08:57 08:56 08:55 08:54 08:53 08:50 

交差点 
仁愛路 

臨沂街 

仁愛路 

金山南 

仁愛路 

杭州南 

仁愛路 

紹興南 

仁愛路 

林森南 

仁愛路 

中山南 

中山南 

常德街 

中山南 

徐州路 

中山南 

濟南路 

中山南 

青島東 

キロ位置 3.4KM/5.6KM 3.5KM/5.5KM 3.8KM/5.2KM 4KM/5KM 4.2KM/4.8KM 4.5KM 4.8KM 4.9KM 5KM 5.2KM 

規制時間 07:06 07:06 07:07 07:08 07:08 07:09 07:10 07:10 07:11 07:11 

解除時間 08:48 08:45 08:44 08:43 08:43 08:30 07:40 07:40 07:44 07:44 

交差点 
中山南 

忠孝西 

中山北 

北平東 

中山北 

市民大 

中山北 

長安東 

中山北 

南京東 

中山北 

長春路 

中山北 

民生東 

中山北 

錦州街 

中山北 

民權東 

中山北 

農安街 

キロ位置 5.3KM 5.5KM 5.6KM 5.8KM 6.1KM 6.4KM 6.8KM 7KM 7.3KM 7.5KM 

規制時間 07:12 07:12 07:13 07:14 07:15 07:16 07:17 07:18 07:19 07:20 

解除時間 07:47 07:47 07:50 07:53 07:56 08:00 08:04 08:06 08:08 08:09 

交差点 
中山北 

德惠街 

中山北 

民族東 

中山北 

中山橋 

新生北 

濱江匝 

濱江街 

林安泰 

基 10 水門 基 9 水門 基 8 水門 基七水門 基六水門 

キロ位置 7.7KM 7.9KM 8.4KM 9KM 9.2KM 10.2KM/32.7KM 10.5KM/33KM 10.7KM/33.4KM 12.1KM/34.8KM 14.4KM/37KM 

規制時間 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:27 07:29 07:30 07:45 

解除時間 08:10 08:13 08:17 08:19 08:20 11:20 11:25 11:27 11:35 11:45 

交差点 基五水門 麥一橋 基 16 水門 百齡橋 

塔悠路 

健康路 

麥二橋 

健康匝 

基隆路 

匝道口 

基隆路 

地下道 

基隆路 

信義路 

信義路 

光復南 

キロ位置 15.2KM/37.5KM 16KM 22.4KM 28.8KM 38.4KM 38.7KM 39.5KM 40KM 40.7KM 41KM 

規制時間 07:46 07:50 08:00 08:30 07:00 05:00 05:00 07:30 05:00 07:00 

解除時間 11:50 09:10 10:00 11:00 12:00 12:00 12:10 12:13 10:00 12:20 

交差点 
中山北 

北安路 

北安路 

明水路 

明水路 

樂群一 

樂群一 

敬業三 

樂群一 

堤頂大 

堤頂大 

港墘路 

堤頂大 

舊宗路 

堤頂大 

民權橋 

堤頂大 

內湖匝 

環東高 

折返點 

キロ位置 9KM 10.2KM 11.4KM 12KM 13.3KM 13.6KM 14.1KM 15KM 15.3KM 16.5KM 

規制時間 07:20 07:23 07:24 07:26 07:28 07:30 07:35 07:40 05:00 05:00 

解除時間 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:05 09:15 09:30 09:35 09:50 

 

※ 車両の規制時間は一人目の選手がチェックポイントに着いた時点から。規制解除時間は最後尾の選手



が通過してからとする。 

※ 堤頂大道と麥帥二橋は全面通行禁止とし、大会関係者以外の車両は通行禁止。ハーフマラソン参加者

は 10 時前に必ずこのチェックポイントを通過すること。10 時前に通過できなかった場合、主催者は制

限時間内に完走できないと判断した選手に対し、制限時間前でも競技を中止させることができる。 

※ 左岸麥帥一橋越堤道上橋處：フルマラソン参加者は必ず 10:00 前に同地点を通過すること。10 時に通

過できない場合、主催者は制限時間で通過できない選手に対し、競技を中止させることができる。。 

※ 右岸百齡橋越堤道上橋處：フルマラソン参加者は必ず 11 時前に同地点を通過すること。左岸塔悠路 5

號水門：フルマラソン参加者は必ず 11 時 50 分前に同地点を通過すること。麥帥二橋健康路匝道：フ

ルマラソン参加者は必ず 12 時前に同地点を通過すること。上記の制限時間内にチェックポイントを通

過できなかった場合、主催者は制限時間内に完走できないと判断した選手に対し、制限時間前でも競

技を中止させることができる。 

※ 左岸大佳河濱公園水門規制時間：10 號水門 07:00～11:20;9 號水門 07:00～11:25;7 號水門 07:00～11:30

分。 

十七、罰則規定： 

(一)下記の規定に違反した場合、レースの記録を取り消す。 

1.他人が提供した飲食物を違法に受け取る。 

2.今大会のナンバーカード或いはチップの無い者、規定通りに靴にチップを装着しなかった場合。 

3.チップの計測記録がスタート、途中計測地点、ゴール時の一つでも無かった場合。 

4.審判員の指示に従わない。 

5.ナンバーカードを胸に装着しない。 

6.コースに自転車に乗る、ベビーカーを押す、ローラースケート、スケートボードとキックスクーターの

使用は禁止。 

7.ペット（犬、猫など）を連れてコースに入るのは禁止。 

8.今大会はチップでタイムを計測する。チップは靴紐でシューズの上に装着すること。金属物質で縛るの

は禁止。途中の計測地点のタイムが無い参加者は出場資格と成績を取り消し、完走証も発行しない。 

(二)下記の規定に違反した者は、記録を取り消し、本協会が実施するレースへの出場を一年間禁止とする。 

1.レース中に他人の協力（例：車に乗る、他人による抱え等）で利益を得た者。 

2.出場した年代別組と身分証明書（正確な年齢）が一致しない者。 

3.スポーツマンシップと道徳を守らない方（例、喧嘩、審判員と大会スタッフを罵る等)。 

4.申し込みをしていない者の代理出場は禁止，二つ以上のチップを装着した場合に事実が明らかになった

場合、裁判員が選手の出場資格と記録を取り消し、一年間の出場禁止とし、ネットで代走に関わった関

係者 2 名の名前を公表する。 

十八、クレーム： 

(一)競技にかかる争議：レース中に、選手が審判員に質問するのは不可。もしクレーム内容が陸上規則と

同等の内容であれば、審判員の裁決を基準として、クレームを提出することはできない。 

 

(二)クレーム処理：レースの際に発生した問題は、各組の記録発表十分前に、大会に提出すること。同時

にクレーム提出のための保証金三千元を支払うこと。その際、係の者が領収書にサインを

する。全てのクレームは審判委員会の判決を最終的な裁決とする。もし判決結果が道理が

無いと判断した場合、保証金を沒收し、本大会の基金に充てる。 

十九、注意要項：（詳しく読むこと） 

(一)荷物預かり：（対象：フルマラソン、ハーフマラソン、9 キロレースのランナーが対象） 

荷物預かりの使用するバッグは必ず中華民国ロードランニング協会のえんじ色のバッグ（衣物保管袋）

を使用すること。ナンバーカードに荷物預けカードがついている。荷物預け用カードをナンバーカードか

ら切り離し、えんじ色のバッグのポケットに入れて、スタッフに渡すこと。荷物を受け取る際、必ずナン

バーカードを提示すること。スタッフがナンバーカードにスタンプを押します。 

主催者は 2014 年 12 月 21 日 5 時から荷物預かりのサービスを行なう。当日は参加者が多いので、早めに

預けることを勧める。(貴重品、壊れやすいもの、電子機器は各自で保管すること。損壊と紛失については，

主催者は責任を一切負わない。)レース終了後、13 時前にナンバーカードを提示して、荷物を預けたバッグ

を受け取ること。荷物預かりサービスを利用する参加者は時間的に余裕を持って、早めに預けること。受

付とレース会場で当協会規定のバッグを販売する。(数量限定)。中華民国ロードランニング協会が主催する

レースで使用が可能、一個 NT100 元。 

主催者は、ファンラン組、キッズ組の参加者への荷物預かりサービスを行なわない。荷物の預けが不要な

ように、カジュアルなスポーツウェアで参加してください。 

(二)安全要項 

参加者の安全上、レース前に台風他、不可抗力の天災に遭った場合、主催者は参加者の安全を考慮して、レ



ースの中止、延期、コースの変更、縮小を決定する権利を有する。参加者は右に対し異議を唱えることはで

きない。レース中止の場合は、エントリー料金の 50％を返金する。 

大会審判員、医師或いは交通規制スタッフの判断により、選手の体調と道路の安全を考慮して、参加者に対

して競技続行中止の指示をする権利を有し、参加者はこれに対し異議を唱えてはならない。 

(三)本人確認ができる証明書類を持参すること。 

(四)本レース参加に際しては、健康に留意し、慎重に自分の健康状態を考慮すること。体調不良の場合は無理

せず、心臓、血管、糖尿病などに持病がある方は、病歴を隠しての出場は遠慮すること。もしその結果、

アクシデントが起きた場合は自分で責任を負うこと。  

(五)本大会のレース組（ファンラン以外）は一律チップを使用する。チップの使い方をパンフレットで参考に

すること。もし参加者の不当な取り扱いで、記録が計測出来なかった場合、主催者は一切責任を負わない。 

(六)申し込み手続きが済んだら、ナンバーカードとチップを各自保管すること。紛失した場合、再発行は出来

ない。ナンバーカードを紛失した者は出場資格を失う。チップの無い者は成績なしとする。 

(七)申し込み手続き終了後、事情により先行受付とレースへの出場が出来なかった者は、本レース受付シート

を持参し、大会終了後一週間以内（12/22-26，月～金曜、午前 08：30～12：00；午後 13：30～17：30）に、

中華民国ロードランニング協会で記念品を引きとること。上記時間を過ぎた場合は、放棄とみなす。 

(八)参加者は本大会主催者が肖像と成績を、本レースが授権した関連の宣伝に用いることに同意しなくてはな

らない。主催者は本レースのビデオ、写真及び成績を主催者のネット及び刊行物で世界各地に放映、展示、

販売、登録する権利を有する。 

(九)環境に配慮し、本レースのパンフレットに出場者リストは提供しない。大会前の 3 日間、ロードランニン

グ協会のホームページで確認すること。出場者リストは、主催者が最後に公布したものを基準とする。 

(十)レースのコースを横切る交通規制に関し、交通量の状況により、柔軟な対応をし、適宜車両を通行させ

ることがあるので、参加者は大会審判員と交通警察の指示に従うこと。 

(十一)本レースのコースとエイドステーションは申請を経て設置しているので、レースの品質を維持し、参

加者の権益を守るため、ナンバーカード不所持の者は、レースのコースとエイドステーションへの立ち入り

を禁ずる。 

廿十、大会競技規則を詳しく読むこと。不備があった場合は、主催者が修正し公表する。 

廿一、「 2014 台北富邦マラソン大会情報」は、中華民国ロードランニング協会ホームページ

http://www.sportsnet.org.tw で検索可能。 

廿二、中華民国ロードランニング協会のメールアドレス。 E-mail：service@sportsnet.org.tw 

本大会が加入する保険説明： 

参加者の皆様： 

運動は身体の健康を保つ重要な要素です。皆様は大会当日の個人の体調の状況に応じて参加するこ

と。レース前日は十分な睡眠をとり、レース前の 2 時間前に朝食を食べること。今レースは「富邦金控

/ 富邦產險」の公衆責任保険(公共意外険)に加入する。（詳細は保険会社の契約を基準とする）。 

公衆責任保険の保障範囲： 

一、 被保険者が保険期間中に下記の意外な事故により、第三者へ身体傷害、死亡、財産の損失をもたらし、

法律上被保険者が負わなければならない経済的な賠償責任に対し保険金を支払う。被保険者かその雇用

者が保険証に記載された場所で、業務経営中に起因する意外事故。被保険者が業務経営する建物、通路、

機械或いは他の業務施設で起因する意外事故。 

二、 保険の保障範囲に含まれないもの：個人の病気により引き起こされたスポーツ障害、或いは個人の体質、

自身の心血管疾患による病気、例えばショック症状、心臓病、糖尿病、熱射病、熱中症、高山病、癲癇、

脱水など。 

三、 大会開催当日中に現場で緊急医療による救護が必要な場合は治療を施す。但し、参加者に第二項に記し

た疾病の経歴がある参加者は、自身の安全を慎重に考えて、各自で個人傷害保険に加入すること。 

四、 下記の病状が発生、或いは病歴のある方は、突然死の可能性が高いので医師に専門的判断を請い、無理

なレース参加は御遠慮下さい。1.原因不明の胸部の痛み  2.原因不明の呼吸困難 3.原因不明の眩暈 4.

突然意識が無くなる 5.高血圧(>140/90mmHg) 6.心臓病  7.腎機能の不全 8.糖尿病 9.高脂血症(総コ

レステロール値>240mg/Dl)  10.家族に心臓病の病歴がある者(一親等以内の家族が 60才前に心臓病か突然

死を発生した者) 11.癲癇 
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