METRO GROUPデュッセルドルフマラソン2017参加者インフォメーション
開催日

2017年4月30日（日）

MARATHONの部

（リレーマラソンの部は6ページ目以降に記載）

オンラインレジストレーション

（英語・ドイツ語）http://www.metrogroup-marathon.de/registration/marathon/
（日本語）スポーツエントリーさんで可能（https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/65766）
※オフィシャルサイトからのエントリーは、銀行振り込み及びPaypalでのお支払となります。
※スポーツエントリー経由のお申込みにつきましては、クレジットカードがご利用頂けます。

エントリー締め切り
2017年4月16日
エントリーフィー
2016年10月31日まで

€ 54,-

2016年12月31日まで

€ 66,-

2017年3月31日まで

€ 72,-

2017年4月16日まで

€ 84,-

現地直前エントリー

€ 95,-

（＋手数料5ユーロ）

キャンセルポリシー
エントリーフィーの返金については病気の場合で、2017年4月9日必着で医師の診断書を郵送もしくはメールにて送って頂いた方のみ、対
応いたします（期日必着）その場合、手数料として10ユーロを差し引かせて頂きます。
スターティングタイム
09:00

マラソン

09:45

リレー

1block

10:15

リレー

2block

09:50

キッズ・カップ

フィニッシュクローズタイム: 15時
タイムリミット. 6時間
スタートドキュメントゼッケン引き渡し
スタートドキュメント及びゼッケンの引き渡し会場はStadtsparkasse Düsseldorfのオフィスにあります。ゼッケンの引き換えは、ゼッケ
ンを記載してご返信しているメールがエントリー証明書（Registration-Confirmation)となりますので、そちらをプリントアウトして必ず
ご持参下さい。念の為身分証明書もご持参下さい。
Stadtsparkasse Düsseldorf

Berliner Alle 33

40212 Düsseldorf

オープニングアワー
2017年4月28日（金）10:00 - 19:00 ／

2017年4月29日（土）10:00 – 18:00

マラソン当日ゼッケン受け取り
2017年4月30日（日） 06:30 – 09:00
※注意※

Burgplatz－ゴールエリア

ゼッケンはエントリーした当人以外が使用することは出来ません。譲渡は違反となります。このゼッケンのデザインや形を変え

ることも禁止されています。折り曲げたりすることも禁止です。スポンサーのロゴを見えなくするなども含め、上記に値する行為が確認さ
れた場合は失格となります。ゼッケンは必ず番号とすべての面が確認出来るよう、体の前に着用して下さい。

直前のエントリーについて
マラソン開催週の金曜日、土曜日はエントリーフィー＋5ユーロの手数料をもって直前エントリーを受け付けます。
日曜日マラソン当日の直前エントリーは不可能となります。
受付場所

ゼッケン引き渡し会場のヘルプデスクにて

Stadtsparkasse Düsseldorf
Berliner Allee 33

40212 Düsseldorf

2017年4月28日（金）10:00 - 19:00
2014年4月29日（土）10:00 - 18:00
料金

€ 95,- ＋ 変更手数料

€ 5,- （クレジットカード不可）

変更について
ゼッケン引き換え時に、マラソンエキスポのHelp Deskにて変更の受付を5ユーロの手数料を持って承ります。
イベントT-Shirt
イベントTシャツは、マラソンオンラインエントリー時、もしくはデュッセルドルフマラソンのオフィシャルオンラインショップにてお申
込み頂くことが出来ます。ゼッケン受け取り所となるマラソンエキスポでもご購入いただけます。
Tシャツの受け取りは、金曜日、土曜日はゼッケン引き渡し会場にて、在庫のみの販売となります。

ＳＯＳチャイルドアクティビティー
METRO GROUP デュッセルドルフマラソンは、世界の子供たちの援助をしています。私たちはスポーツを通しての社会貢献が出来ると信
じています。例え１セントでも助けを必要としている子供たちを救うことが出来ます。デュッセルドルフマラソンはこのチャリティーにラ
ンナーの皆さんと一緒に賛同致します。マラソンメッセ及び、10㌔地点にてチャリティーコーナーを設けております。
このチャリティー企画の援助金についての詳細はこちらから
http://metrogroup-marathon.de/Helfen-Service/sos-kinderdoerfer-weltweit/

アクセス情報
道路閉鎖についての重要なインフォメーション
マラソン当日はレースの為に道路が閉鎖となる箇所が多々あります。ゼッケンがマラソン当日に限り、デュッセルドルフ市内の公共交通機
関のチケットの代わりとなりますので（Price Category A3）地下鉄をご利用されるようにお勧め致します。
!当日の移動は公共交通機関のご利用をお勧め致します!
交通網のさらに詳しい情報が必要な方はこちらから

http://www.rheinbahn.de/Seiten/default.aspx

最寄駅
ゼッケン引き換え所

Steinstrasse/ Königsallee (U70,73,74,75,76,77,78)

スタート

Viktoriaplatz/ Kleverstrasse (U78, 79)

ゴール

Tonhalle/ Ehrenhof (U74, 76)

スタートブロック
Red （赤）

2:30 - 2:59 時間

Blue （青）

3:00 - 3:29 時間

Black （黒）

3:30 - 3:59 時間

Green （緑）

4:00 - 4:29 時間

White（白）

4:30 時間以上

※ゼッケンに色のついたステッカーがついています。これがあなたのブロックとなります。ステッカーがついていないゼッケンはブロック
White（白）となります。

タイム計測
METRO GROUP デュッセルドルフマラソンのオフィシャルタイム計測は„Chronotrack“と呼ばれるシステムにて行われます。タイム計測
用のチップは、 „Chronotrack-B Tag“というゼッケンにあらかじめ付いているタイプです。ゼッケン受け取りの際にご確認下さい。計測
チップなしの参加は不可能となります。
正確なタイムを計測するために、スタート前のウォームアップ時など、スタートラインをクロスしないように気を付けてください。
荷物預け場所及び受け取り場所
－マラソン
7時30分よりゴール後方エリアの Burgplatzにあります。
受け取りは同じ場所で16時までとなります。
ゼッケン引き渡しの際に受け取る専用のバック以外は利用しないでください。
貴重品や壊れ物はこのバッグに入れないで下さい。
破損や紛失の責任はデュッセルドルフマラソンは一切負いかねますのでご了承下さい。
－リレー
4番目の最後のランナーのみWiese Reuterkaserneにて可能。

ペースメーカー
タイムスケール:
3:00 - 3:15 – 3:30 – 3:45 – 4:00 – 4:15 - 4:30
ペースメーカを見分けるには、フィニシュタイム入りの大きな風船をつけています。フィニッシュタイム入りのDIADORAのジャージを着
用しています。ペースメーカーは、特に初心者ランナーの皆さんには、目標達成に効果のあるヘルプとなります。
STRECKE
コースは道路上に設定されています。歩道には出ることが出来ません。コース設定されている道路を離れることが許されるのは、エイドで
救済を受ける時のみとなります。コース上には多数の計測器が設置されていますので、コースを外れないよう走って下さい。

エイドポイント
エイドポイントは、10㌔地点以降、約5キロ毎に設置されています。救急テントとトイレもここに設置されています。
エイドポイント１

飲料水、スポーツドリンク、バナナ

エイドポイント２

飲料水、スポーツドリンク、バナナ

エイドポイント３

飲料水、スポーツドリンク、バナナ

エイドポイント４

飲料水、スポーツドリンク、バナナ

エイドポイント５

飲料水、スポーツドリンク、バナナ、ジェル

エイドポイント６

飲料水、コーラ、スポーツドリンク、バナナ、ジェル

エイドポイント７

飲料水、コーラ、スポーツドリンク、バナナ、ジェル

エイドポイント８

飲料水、コーラ、スポーツドリンク、バナナ

ドリンクステーション
5 km 以降、2,5 km毎に飲料水と水を含んだスポンジのステーションが設置されています。
空のコップは、他のランナーの妨げにならないように、道路脇に。
トイレ
スタート及びゴールエリア、また各エイドポイントに設置されています。
ファーストエイド
途中で体調が悪くなった場合は、次のエイドまで歩くか、緊急を要する場合は、コースにいるスタッフに声をかけて助けを求めてください。
ゴール
ゴールはライン川のプロムナード沿いにあります。ここは15時で閉鎖されます。
ゴール後、その場に留まらず、その先にあるアフターフィニッシュエリアまで進んで下さい。
アフターフィニシュエリア
ゴールのすぐ後ろに給水及び救急センターがあり、その先でメダルを受け取ることが出来ます。
そこに留まらずさらに先に進んでいただくとBurgplatzで飲食をご用意しています。
－飲食（アルコールフリービール、コーラ、水、果物、スナック、菓子パンなど）
－簡易シャワー
－荷物受け取り場所
－マッサージ
－メダル刻印所
－インフォメーション
このエリアは一度出てしまうとまた戻ることが出来ませんのでお気を付けください。
メダル刻印
アフターフィニッシュエリアのインフォメーションの横にメダル刻印所があります。事前にお申込みされてない方も、ゼッケン受け取り時
にお申し出頂くか、マラソン後、このエリアのインフォメーションで当日申し込みが出来ます。
ミーティングポイント
家族やお友達との待ち合わせは、このアフターフィニッシュエリアの出口をでたBurgplatzをご利用下さい。
Info Point
何かお困りの場合はインフォメーションポイントにお越し下さい。アフターフィニッシュエリアの出口付近（Burgplatz)にあります。
完走証明書
完走証明書はウェブサイトよりダウンロードしてプリントアウトして頂くことが出来ます。
後日郵送はありません。

アワードセレモニー
11:45
11:30

Finish Area:
Kids-Area:

ベストランナー授賞式
キッズカップ授賞式

リレー、ベスト市民賞、ベストチーム賞は別に表彰セレモニーがあります。

アフターマラソンパーティー2017
4月30日（日）午前11時から午後17時までランナーとランナーを応援してくれた皆さんの為に、旧市街の Marktplatzで私たちのパート
ナーである Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbHにより企画される楽しいイベントがあります。

マラソン Photos
すべてのランナーの写真はこのサイトからご購入頂けます。 www.marathon-photos.com
プロのカメラマンにより撮影されたランナーの写真はマラソン数日後、こちらのウェブサイトに 検索、ご購入いただくことが出来ます。

申込み規約

以下の条件に同意して頂く必要があります

·

私は、大会開催中の損害に関し、主催者の責任を免除し、障害賠償等の請求を行ないません。

·

私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、事前に医師のチェックを受け、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において
大会に参加します。

·

大会の映像・写真・記事・記録等が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主
催者に属する事に同意します。

·

·

氏名、年齢の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）はいたしません。

·

ゼッケンに記載されているスポンサー名は常に見えている状態でなければならない事を承諾しています。

·

自己の都合によるキャンセルに対する返金請求が受け付けられないを承諾しています。

·

主催者により参加者の個人情報をコンピュータシステムにて取り扱われることを承諾しています。

参加者がゼッケンを受け取った時点で上記に同意し、健康に関して、レースの3か月前以内の事前のドクターチェックを受けたこと
とみなします。大会に参加する上で最も重要な事は健康に関してであることを認識してください。

·

こちらの情報は2016年4月28日に更新されたものですので、変更がある場合はオフィシャルサイトにてお知らせいたしますのでそち
らをご確認頂くか、ご不明な点につきましては、現地でゼッケンを受け取りの際にご確認下さい。

デュッセルドルフマラソン事務局
rhein-marathon düsseldorf e.V.
Faunastr. 3 40239 Düsseldorf
Telefon: +49 211 - 610 190-0
Telefax: +49 211 - 610 190 - 20
E-Mail: info(at)metrogroup-marathon.de
Internet: www.metrogroup-marathon.de
Facebook日本語情報ページ

www.facebook.com/duesseldorf.marathon.jp

日本語のお問合せメールアドレス
japan@metrogroup-marathon.de

Staffel~リレーマラソンの部
開催日

2017年4月30日（日）

オンラインレジストレーション

（英語・ドイツ語）https://www.in2marathon.com/metrogroup/staffel/
（日本語）スポーツエントリーさんで可能（https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/65766）
※オフィシャルサイトからのエントリーはお支払が銀行振り込みかペイパルにてのお取り扱いになります。
※スポーツエントリー経由のエントリーの場合はクレジットカードがご利用頂けます。
エントリー締め切り
2017年4月1日

※マラソンの部より早い締め切りとなりますのでお気を付けください

エントリーフィー （４名分）
2016 年 9 月 30 日まで

145 ユーロ

2016 年 11 月 30 日

160 ユーロ

2016 年 12 月 1 日以降

175 ユーロ

リレーマラソンのみ、定員制となっておりますので、枠がいっぱいになり次第締め切りとさせて頂きます。

変更について
メンバーの変更は2017年3月30日まで可能です。走行区間の担当走者の変更は2017年4月24日まで可能です。オフィシャルページの
「Tool」にて各代表者が行って下さい。エントリー後にログイン情報が送られます。なお、変更は可能ですが、リレーマラソンをキャンセ
ルの場合は、返金が一切行われませんのでご了承下さい。その場合も必ずご連絡下さい。

スターティングタイム
09:00

マラソン

09:45

リレー

10:15

リレー

09:50

Stadtsparkasse Düsseldorf Kids-Cup キッズ・カップ

ブロック１
ブロック２

フィニッシュクローズタイム: 15時

ゼッケン引き渡し及びゼッケンについて
スタートドキュメント及びゼッケンの引き渡し会場はStadtsparkasse Düsseldorfのオフィスにあります。ゼッケンの引き換えは、お申し
込み時にゼッケン番号を記載してお送りしているメールが、エントリー証明書（Registration-Confirmation)となりますので、そちらをプ
リントアウトして必ずご持参下さい。身分証明書も念の為ご持参下さい。
リレーマラソン部門のゼッケン引き取りは、代表者が行って下さい。
ゼッケン引き渡し場所
Stadtsparkasse Düsseldorf
Berliner Alle 33

40212 Düsseldorf

オープニングアワー
2017年4月28日（金）10:00 - 19:00
2017年4月29日（土）10:00 – 18:00

マラソン当日ゼッケン引き渡し場所
Burgplatz

マラソンフィニッシュエリア

2017年4月30日（日）06:30 – 10:00
※注意※

ゼッケンはエントリーした当人以外が使用することは出来ません。譲渡は違反となります。チーム内の変更も禁止です。また、

このゼッケンのデザインや形を変えることも禁止されています。スポンサーロゴを見えなくするなど、折り曲げたりすることも禁止です。
これらの違反が確認された場合は失格となります。
名前の書いたゼッケン番号は前面に、”Staffel”と記載のあるゼッケンは背面に付けてください。
事前に決めたコースを、決めたメンバーが走って下さい。
安全を守るためにも必ずルールに従って下さい。

イベントT-Shirt
DイベントTシャツをマラソンオンラインエントリー時、もしくはデュッセルドルフマラソンのオフィシャルオンラインショップにてお申
込み頂くことが出来ます。またマラソンメッセ（ゼッケン受け取り所）でもご購入いただけます。
Tシャツの受け取りは、金曜日、土曜日はゼッケン引き渡し会場にて。在庫のみの販売となります。

ＳＯＳチャイルドアクティビティー
METRO GROUP デュッセルドルフマラソンは、世界の子供たちの援助をしています。私たちはスポーツを通しての社会貢献が出来ると信
じています。例え１セントでも助けを必要としている子供たちを救うことが出来ます。デュッセルドルフマラソンはこのチャリティーにラ
ンナーの皆さんと一緒に賛同致します。マラソンメッセ及び10㌔地点にもチャリティーポイントがあります。
このチャリティー企画の援助金についての詳細はこちらから
http://metrogroup-marathon.de/Helfen-Service/sos-kinderdoerfer-weltweit/

アクセス情報
道路閉鎖についての重要なインフォメーション
マラソン当日はレースの為に道路が閉鎖となる箇所が多々あります。
ゼッケンがマラソン当日に限り、デュッセルドルフ市内の公共交通機関のチケットの代わりとなりますので（Price Category A3）地下鉄
をご利用されるようにお勧め致します。地下鉄以外の交通機関はマラソン時はほぼ休止になっております。詳しくはこちらをご確認下さい。
http://www.rheinbahn.de/Seiten/default.aspx
!当日の移動は公共交通機関のご利用をお勧め致します!
最寄駅
ゼッケン引き換え所

Steinstrasse/ Königsallee (U70,73,74,75,76,77,78)

スタート

Viktoriaplatz/ Kleverstrasse (U78, 79)

ゴール

Tonhalle/ Ehrenhof (U74, 76)

トランジットボックス
トランジットボックスは、ゼッケンに記載されているアルファベットで区分されています。これについての詳しい情報は大会前にオフィ
シャルサイトもしくは、現地でゼッケン受け取りの際にご確認下さい。

タイム計測
METRO GROUP デュッセルドルフマラソンのオフィシャルタイム計測は„Chronotrack“と呼ばれるシステムにて行われます。タイム計測

用のチップは、 „Chronotrack-B Tag“というゼッケンにあらかじめ付いているタイプです。ゼッケン受け取りの際にご確認下さい。計測
チップなしの参加は不可能となります。
リレーランナーは必ず「Staffel/Reley Zone」を通過してください。もしも１人のランナーが２セクション走ることになった場合もこれを
忘れずに行って下さい。正確なタイムを計測するために、スタート前のウォームアップ時など、スタートラインをクロスしないように気を
付けてください。
１ランナーが１区間以上走る場合
・必ず、それを示すすべてのゼッケンを着用すること
・必ず、トランジットゾーンを通過すること
荷物預け場所及び受け取り場所
４番目の最終ランナーのみ、朝7時30分よりゴール後方エリアのWiese Reuterkaserneに荷物を預けることが出来ます。受け取りは同じ
場所で16時までとなります。
１番目～３番目のランナーは、各トランジットエリア（各ゴール）にて次のランナーから、ご自身の荷物を受け取って下さい（つまり、２
番目のランナーの荷物は３番目のランナーが持っているということになります）
ゼッケン引き渡しの際に受け取る専用のバック以外は利用しないでください。このバッグに入っているラベルをバッグにつけて下さい。貴
重品や壊れ物はこのバッグに入れないで下さい。
破損や紛失の責任はデュッセルドルフマラソンは一切負いかねますのでご了承下さい。
スタートエリアにチャリティーの為の古い衣類を集める大きな入れ物が設置されています。

STRECKE
コースは道路上に設定されています。歩道には出ることが出来ません。コース設定されている道路を離れることが許されるのは、エイドで
医療救済を受ける時のみとなります。コース上には多数の計測器が設置されていますので、コースを外れないよう走って下さい。また、正
しく安全にレースが実施されるよう、カメラやビデオも多く設置されております。
エイドポイント
エイドポイントは、10㌔地点以降、約5キロ毎に設置されています。救急テントとトイレもここに設置されています。
エイドポイント１

飲料水、スポーツドリンク、バナナ

エイドポイント２

飲料水、スポーツドリンク、バナナ

エイドポイント３

飲料水、スポーツドリンク、バナナ

エイドポイント４

飲料水、スポーツドリンク、バナナ

エイドポイント５

飲料水、スポーツドリンク、バナナ、ジェル

エイドポイント６

飲料水、コーラ、スポーツドリンク、バナナ、ジェル

エイドポイント７

飲料水、コーラ、スポーツドリンク、バナナ、ジェル

エイドポイント８

飲料水、コーラ、スポーツドリンク、バナナ

ドリンクステーション
5 km 以降、2,5 km毎に飲料水と水を含んだスポンジのステーションが設置されています。
空のコップは、他のランナーの妨げにならないように、道路脇に。
トイレ
スタート及びゴールエリア、また各エイドポイントに設置されています。
ファーストエイド
途中で体調が悪くなった場合は、次のエイドまで歩くか、緊急を要する場合は、コースにいるスタッフに声をかけて助けを求めてください。

ゴール
ゴールはライン川のプロムナード沿いにあります。ここは15時で閉鎖されます。
ゴール後、その場に留まらず、その先にあるアフターフィニッシュエリアまで進んで下さい。ゴールは、４番目のランナー以外は入ること
が出来ません。
アフターフィニシュエリア
ゴールのすぐ後ろに給水及び救急センターがあり、その先でメダルを受け取ることが出来ます。
そこに留まらずさらに先に進んでいただくとBurgplatzで飲食をご用意しています。
－飲食（アルコールフリービール、コーラ、水、果物、スナック、菓子パンなど）
－簡易シャワー
－荷物受け取り場所
－マッサージ
－メダル刻印所
－インフォメーション
※このエリアは一度出てしまうとまた戻ることが出来ませんのでお気を付けください。
メダル
４番目の最終ランナーが、チームのメダルを４つ受け取ります。
ミーティングポイント
家族やお友達との待ち合わせは、アフターフィニッシュエリアの出口を出たところのBurgplatzで。
Info Point
何かお困りの場合はインフォメーションポイントにお越し下さい。アフターフィニッシュエリアの出口付近（Burgplatz)にあります。
完走証明書
完走証明書はサイトよりマラソン当日の夜以降ダウンロードしてプリントアウトして頂くことが出来ます。後日郵送はありません。
アワードセレモニー
11:45
11:30

Finish Area:
Kids-Area:

ベストランナー授賞式
キッズカップ授賞式

リレー、ベスト市民賞、ベストチーム賞は別に表彰セレモニーがあります。

アフターマラソンパーティー2017
4月30日（日）午前11時から午後17時までランナーとランナーを応援してくれた皆さんの為に、旧市街の Marktplatzで私たちのパート
ナーである Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbHにより企画される楽しいイベントがあります。

マラソン Photos
すべてのランナーの写真はこのサイトからご購入頂けます。 www.marathon-photos.com
コースでプロのカメラマンにより撮影されたランナーの写真はマラソン数日後、こちらのウェブサイトに 検索、ご購入いただくことが出
来ます。

申込み規約

以下の条件に同意して頂く必要があります

·

私は、大会開催中の損害に関し、主催者の責任を免除し、障害賠償等の請求を行ないません。

·

私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、事前に医師のチェックを受け、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において
大会に参加します。

·

大会の映像・写真・記事・記録等が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主
催者に属する事に同意します。

·

·

氏名、年齢の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）はいたしません。

·

ゼッケンに記載されているスポンサー名は常に見えている状態でなければならない事を承諾しています。

·

自己の都合によるキャンセルに対する返金請求が受け付けられないを承諾しています。

·

主催者により、参加者の個人情報がコンピューターシステムにて取り扱われることに関して承諾しています。

·

大会参加の上で最も重要なことは健康に関してであることを認識しています。

参加者がゼッケンを受け取った時点で上記に同意し、健康に関して、レースの3か月前以内の事前のドクターチェックを受けたこと
とみなします。大会に参加する上で最も重要な事は健康に関してであることを認識してください。

※こちらの情報は2016年4月27日に更新されたものです。
情報は更新（変更）される可能性もございますので、大会前のご不明な点はオフィシャルサイトにて、もしくは、ゼッケン受け取りの際
にインフォメーションデスクにてご確認下さいますようお願い申し上げます。

デュッセルドルフマラソン事務局
rhein-marathon düsseldorf e.V.
Faunastr. 3

40239 Düsseldorf

Telefon: +49 211 - 610 190-0
Telefax: +49 211 - 610 190 - 20
E-Mail: info(at)metrogroup-marathon.de
Internet: www.metrogroup-marathon.de
Facebook日本語情報ページ: www.facebook.com/duesseldorf.marathon.jp/
日本語のお問合せメールアドレス
japan@metrogroup-marathon.de

