
第７6 回 富士登山競走実施要項 

１．主  催 富士吉田市 

２．共  催 
（公財）富士吉田スポーツ協会 毎日新聞社 山梨日日新聞社山梨放送     

富士吉田市教育委員会 

３．後  援 

（予  定） 

山梨県             ㈱テレビ山梨 

㈱ＣＡＴＶ富士五湖       富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合 

富士山吉田口旅館組合      （一財）ふじよしだ観光振興サービス 

㈱スポーツニッポン新聞社 

４．協  賛 

（未  定） 
 

５．主  管 富士吉田市陸上競技協会 

６．協  力 

（予  定） 

富士吉田市立病院             富士吉田市立看護専門学校 

富士五湖消防本部             富士吉田市スポーツボランティア 

山頂久須志神社              山頂山小屋 

富士山五合目観光協会           富士山五合目国際観光協会 

山梨県道路公社富士山有料道路管理事務所  富士吉田ガールスカウト 

陸上自衛隊北富士駐屯部隊         ふじやまボーイズ 

富士吉田市スポーツ推進審議会    富士吉田市スポーツ推進委員        

富士吉田市連合婦人会           御坂山岳会 

富士吉田市交通安全委員          富士吉田交通安全協会上吉田支部 

かあさんの楽校              富士セッション 

富士吉田市管工事協会           ＮＴＴ東日本山梨支店 

富士吉田市グラウンドゴルフ協会       

富士吉田ボーイスカウト            

上暮地卓球同好会              

富士吉田杓子山パノラマトレイルランニング実行委員会          

山梨県立吉田高等学校            

富士学苑高等学校 

ほか 

７．日 時 

２０２３年７月２８日（金） 

① スターティングセレモニー（市役所） 

○山頂コース     午前６時３０分 

○五合目コース    午前８時３０分 

② スタート（市役所） 

  ○山頂コース     午前７時 

○五合目コース    午前９時 

③ 式典等（道の駅富士吉田） 

○山頂・五合目コース 午後２時 

 

８．コ ― ス 

○山頂コース 

富士吉田市役所～吉田口登山道～山頂に至る約２１㎞（標高差約 3,000m） 

○五合目コース 

富士吉田市役所～吉田口登山道～五合目に至る約１５㎞（標高差約 1,480m） 

 



９．競技規定 

１）本大会は、補助具（ストック、杖等）の使用は禁止する。 

２）完走者は、山頂コース及び五合目コースの各ゴール制限時間内にゴールに到着

した者とする。ただし、荒天などにより、打ち切った場合には別途定める。 

３）各コースの打切り時間及びゴール制限時間は次のとおりとし、各打切り時間も

しくはゴール制限時間内に各関門通過及びゴールできなかった者は、速やかに

競技を終了し、原則として下山道を下山するものとする。 

○山頂コース 

・馬返し関門通過打切り時間              ：設定なし 

・五合目関門通過打切り時間              ：午前９時１５分 

・八合目（富士山ﾎﾃﾙ）関門通過打切り時間       ：午前１１時 

・山頂ゴール制限時間                 ：午前１１時３０分 

 

○五合目コース 

・馬返し関門通過打切り時間            ：午前１１時 

・五合目ゴール制限時間            ：午後０時３０分 

４）山頂コースに参加するものは、ヘルメットの着用を義務とする。 

  ヘルメットの着用区間は六合目～山頂とし、着用していないことをスタッフが

確認した場合には失格とする。その他詳細は別途定める。 

１０．表  彰 

○山頂コース 

・男子  ：総合･･･１～６位 

６０歳以上の部、５０歳～５９歳の部、４０歳～４９歳の部、 

３０歳～３９歳の部、２９歳以下の部･･･各１～３位 

・女子  ：総合･･･１～６位 

６０歳以上の部、５０歳～５９歳の部、４０歳～４９歳の部、 

３０歳～３９歳の部、２９歳以下の部･･･各１～３位 

○五合目コース 

・男子  ：総合･･･１～６位 

・女子  ：総合･･･１～６位 

○アイアンマン（各コース完走者の内男女それぞれの最高齢者） ４名 

 

※なお、総合と年齢別双方で入賞した場合は、総合での入賞のみとし、年齢別は順

次繰り上げるものとする。 

※各コース男女総合の優勝～３位以外については、当日の表彰はしない。 

１１．参加資格 

２０２３年４月１日現在で満１８歳以上の健康な方 

※山頂コース参加資格の注意点 

①第７０回大会、第７１回大会、第７２回、第７５大会のいずれかにおいて五

合目関門（五合目ゴール）通過時間が２時間２０分以内の実績のある者とす

る。 

②山頂コースへの参加資格の有無については、事前に大会公式ホームページに

アクセスし、『マイページ』から自身の当大会での過去の記録を確認して、

エントリーするコースに間違いのないようにすること。 

③申し込み締切り後の資格審査において、無資格であることが判明した場合は、

申し込みを無効とする。なお、五合目コースへの変更は認めない。 

※五合目コースの注意事項 

本大会は、通常のロードレースとは異なり、足場の悪い登山道を駆け抜ける過

酷なレースであることから、ハーフマラソン程度の体力・経験が必要である。

また、体調不良やけが等に対しては速やかな対応がとれない場合があるので、

レース初心者については、自らの体力・体調等を十分考慮して参加すること。 

※参加確定について 

参加確定通知等は発送しない。申し込み締切り後の資格審査の結果、大会参加

資格のあるものに、4 月下旬までにエントリー情報のメールアドレスに連絡す

る。メールの受信設定をされている方は送信元ドメイン『@runpassport.jp』を

受信許可にしておくこと。 

 



１２．参加定員 

○一般参加：山頂コース          ：１，７７６名 

五合目コース         ：１，５００名 

合計             ：３，２７６名 

※申込は先着順とする。 

 

○特別参加： 

①富士吉田市民・市出身ランナー出場枠：１００名以内 

②大会特別枠            ：２００名以内 

③外国人選手枠           ：５０名以内 

④アスリート枠           ：５０名以内 

複数回優勝者及び過去 3回大会の山頂・五合目コース男女各総合 6位以内入賞者。

ただし、優勝者は招待選手として扱う。 

⑤ふるさと納税出場枠        ：１００名以内 

１３．招待選手 開催した過去５回大会の山頂及び五合目コース男女各総合優勝者（参加料無料） 

１４．参 加 料 

 

山頂コース   ：１９，０００円 

五合目コース  ：１４，０００円 

 

※山頂・五合目コースともにシャトルバスの代金含む。また、山頂コースには富士

山保全協力金を含む。 

※振り込み方法は、ＲＵＮＮＥＴにて選択する。（振り込み手数料は本人負担） 

※郵便払いでの申込は受け付けない。 

※申し込み締切り後、自己都合によるキャンセル等での参加料等の返金は一切行わ

ない。 

※参加資格審査後の山頂コース参加無資格者への参加料の返金については、振込参

加料から返金手数料（現金書留送料等６００円）を差し引いた金額を返金する。 

１５．申込方法 

 

パソコン、携帯電話の『ＲＵＮＮＥＴ』でのみ受け付ける。 

インターネットホームページ（http://runnet.jp/） 

 

※本大会に申し込もうとする者は、必ず本実施要項の記載事項・「第 76回富士登山

競走感染症対策ガイドライン」を熟読の上で申し込みを行うこと。 

 

１６．申込期間 

エントリー開始：２０２３年３月２０日（月）午後９時から 

エントリー締切：２０２３年３月２２日（水）午後９時まで（３日間） 

入金締切   ：２０２３年３月２３日（木）午後 11時 59分まで 

※申込は先着順とする。 

※申込後、入金締切日までに入金を済ませないと申込が無効となる。入金方法につ

いては RUNNETに従うこと。 

※定員に満たない場合は、追加募集を行う。 

１７．受  付 

（予定） 

１）必須。大会前日のみ。下記時間内に受付及び健康チェックリストの提示を行わ

ない者は出走できない。 

  前日受付時間：２０２３年７月２７日（木） 午後１時～午後 9時（仮） 

  受付場所：富士吉田市民会館 

２）受付方法は、RUN PASSPORTとする 

※https://runnet.jp/runpassport/をご覧ください。 

３）会場周辺道路への駐車は禁止である。指定臨時駐車場に駐車すること。なお指

定臨時駐車場と会場間にシャトルバスを運行する。また、違法駐車はレッカー

撤去する。 

４）申込後の住所変更、その他の変更事項については、事務局へ連絡すること。 

５）大会当日、ナンバーカード、計測用 RSタグを忘れると出走できなくなるので、

注意すること。（やむを得ず、当日再発行の場合は、別途再発行手数料を徴収

する） 

 

 

http://runnet.jp/
https://runnet.jp/runpassport/


１８．駐 車 場 

１）エントリー時に「車」を選択した者に限り、指定臨時駐車場駐車券を発行する。

駐車料金は 500円とする。駐車券はエントリー情報のメールアドレスに送付す

るので、変更がある場合は事務局へ連絡すること。必要事項の記載のある駐車

券の提示がない場合には、駐車を認めない。 

２）駐車券に記載されている注意事項をよく読み、決められた時間帯での駐車をす

ること。大会終了後に駐車可能時間を超過して駐車している場合には、レッカ

ーによる車の移動（実費請求）を行うので注意すること。 

１９．注意事項 

１）本大会に参加する者、もしくは、参加しようとする者は、本実施要項の全ての

内容について、了承したものと見なす。 

２）富士山は活火山であるため災害防止のため本大会を中止することがある。本大

会に参加する者、あるいは参加しようとする者については、常に気象庁が発信

している噴火警報・予報を確認するよう推奨する。 

また、携帯端末へ配信可能となっている、緊急速報メール（エリアメール）を

積極的に活用するため、競技中の携帯電話（スマートフォン）の所持及び緊急

速報メール受信設定を推奨する。 

また、本大会に参加する者、あるいは参加しようとする者については、ゴーグ

ル、マスク等の火山対策品の携行を強く推奨する。 

３）参加選手は、プログラム内の記載事項について全て必読とし、その遵守に努め

ること。 

４）自己都合による申込後の種目変更、申込取消や二重申込みは認めない。 

５）資格、年齢、性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（不正出場）は認めな

い。この場合の出場は取り消される。また、次回の参加はできないものとする。 

６）次の場合には、万が一事故等があった場合にも、主催者は一切の責任を負わず、

保険や補償等についても一切適用しないので注意すること。 

○資格、年齢、性別等の虚偽申告、申し込み者本人以外の出場（不正出場）

があった場合 

○各打切り時間もしくはゴール制限時間内に各関門通過及びゴールできなか

った者が、審判員もしくは係員の下山の指示に従わず、関門制限時間を超

えてなお山頂に向かった場合（ＲＳタグ及びナンバーカードはその場で回

収する。） 

７）主催者は大会開催中、スポーツ傷害保険に加入する。 

８）山岳レースのため迅速な救急対応ができない場合があるので、健康管理には充

分留意し、不安のある場合には、メディカルチェックを受け万全の体調でレー

スに臨むこと。 

９）大会出場中、参加者が疾病・ケガ等により、メディカルスタッフが競技継続困

難と判断した場合、メディカルスタッフが競技を中断させることがある。その

場合はメディカルスタッフの指示に従うこと。従わない場合は、大会参加放棄

と見なす。 

10）高所・急勾配のレースであるため服装（暴風雨対応）等に充分留意すること。

裸足や公序良俗に反する服装（パンツ 1枚、ふんどし 1枚等）での出走は禁止

する。また、大会本部がレースに相応しくない服装と判断した場合には、出走

を停止することがある。 

11）大会中に生じた事故については、主催者は一切その責任を負わないものとする。 

12）大会の記録は、ＲＳタグにより計測する。 

13）自然災害または荒天の場合、中止またはレースを途中で打ち切る等の措置をと

ることもある。この場合の決定は、大会会長と審判長が協議し決定する。その

場合、参加料・手数料の返金は一切行わない。 

14）大会出場中の映像、写真、記事、記録等は、テレビ、新聞、雑誌、インターネ

ット、大会ポスター・パンフレット、公式ホームページその他の媒体に掲載さ

れることがあるが、参加者は、大会申し込みを行うことにより、大会出場中の

映像等がこれらの媒体に掲載されることについて予め承諾したものと見なされ

る。また、参加者は、主催者が行うこれらの媒体への掲載について一切の異議

を述べないものとする。 

15）着替え等の軽微な荷物は、大会本部で一括して五合目に搬送する。貴重品は各

自保管すること。主催者は、貴重品等のトラブルについての責任は一切負わな



 い。 

16）スタート付近（市役所）や各会場周辺道路への駐車は禁止である。指定臨時駐

車場を設けるのでそちらに駐車すること。なお、指定臨時駐車場と市役所間に

シャトルバスを運行する。また、違法駐車はレッカー撤去する。 

17）屋外での排泄行為（立ち小便等）は失格の対象となる。大会への参加に際し、

公共上のマナー、ルールを遵守すること。用を足す際は必ず仮設トイレ等の施

設を使用すること。公共の場所で排泄行為を行ったことが発覚した場合には、

主催者は、当該参加者を失格とし、即刻当該参加者の競技を中止した上、当該

参加者は次回の参加はできないものとする。（また、悪質な場合には、警察へ

通報を行う。）  

18）事務局への電話による申込応募状況の問い合わせ・照会等は一切受付けない。 

19）上記の他、大会に関する事項については、大会主催者、審判員、役員およびス

タッフの指示に従うこと。従わない場合は失格となる場合がある。また、その

他、不明の点は事務局へ問い合せすること。 

20）当日の大会本部は、道の駅「富士吉田」（スタート時は仮設本部を富士吉田市

役所）に設置する。 

21）開会式時の市役所北側の市道の通行止めは、各コースのスタート後５分までの

間とする。交通規制時間中は、スタートまでの間、選手は当該道路上に滞留す

るものとする。 

22）ゴール後の選手は、指定の五合目バス乗り場から大会本部に随時シャトルバス

を運行し搬送する。なお、シャトルバスは選手専用の為、家族等選手以外の者

については、乗車できないので注意すること。また、大会本部から各指定臨時

駐車場及び富士急行線富士山駅までシャトルバスを運行する。 

23）参加賞は受付時に配布する。完走賞は山頂コースのみとし、後日郵送する。 

24）その他、大会に関する必要事項、変更事項等は全て大会ホームページに掲載す

るので、随時、内容確認をすること。 

25）完走証・記録証・記録集等は郵送しない。電子媒体でのみ発行する。 

26）新型コロナウイルス感染症対策とし別途定める「第 76回富士登山競走感染症ガ

イドライン」を遵守すること。 

27）新型コロナウイルス感染症による感染拡大、自然災害の発生等により大会を中

止とする場合がある。中止となった場合、参加料等の返金は原則行わない。 

２０．宿泊申込 

富士急トラベル㈱富士吉田支店富士登山競走係 

〒４０３－０００５ 山梨県富士吉田市上吉田２－５－１ 

ＴＥＬ  ０５５５－２１－１０５２    

ＦＡＸ  ０５５５－２３－４３０９ 

ＵＲＬ  http://www.fujikyu-travel.co.jp/ec/tozankyoso.html 

 

２１．問 合 せ 

富士登山競走実行委員会 事務局 

〒４０３－８６０１ 山梨県富士吉田市下吉田６－１－１ 

富士吉田市教育委員会 生涯学習課内 

ＦＡＸ  ０５５５－２２－６５５２ 

Ｅメール fujimountainrace@city.fujiyoshida.yamanashi.jp 

ＵＲＬ  http://www.fujimountainrace.jp/ 

 

※事務局への連絡については、必ず、ＦＡＸかＥメールで行うこと。トラブルを避

けるため電話での対応は行わない。 

※大会前日・当日のみ開設電話 事務局 TEL ０５５５－２２－８５０６（代表） 

http://www.fujikyu-travel.co.jp/ec/tozankyoso.html
mailto:fujimountainrace@city.fujiyoshida.yamanashi.jp
http://www.fujimountainrace.jp/

