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Kissポート財団は平成8年
4月に港区が設立し、平成
22年4月に公益財団法人
になりました。Kissポート財団のマーク

【発行】
公益財団法人
港区スポーツふれあい文化健康財団

（愛称Kissポート財団）
〒107-0052 港区赤坂4-18-13
☎03（5770）6837  FAX03（5770）6884

港区コミュニティ情報誌

大会公式ホームページ MINATOシティハーフマラソン公式Twitter

■申込期間	 2022/1/5（水）～2/15（火）
■開催期間	 2022/2/26（土）～3/11（金）
■共催	 Kissポート財団、港区マラソン実行委員会
■コース	 任意の場所
■種目	 目標距離は「フル」と「ハーフ」の2コース。
	 「フル」では「チーム」（2人～5人）参加もあり。
	 ランニング、ウォーキングどちらでも可。
	 期間中、何度でも走ったり、歩いたり、
	 その期間の累計距離を計測。目標を超えてもＯＫ。
■対象・定員	 15歳以上（中学生不可）　先着1,500人（港区民優先枠あり）
■参加費	 2,500円（別途エントリー手数料220円/人）

■参加特典
　参加賞：全員にオリジナル長袖Tシャツ（男女兼用／男性サイズ　S・M・L・LL）
　WEB記録証：参加順位・記録入り「WEB記録証」をメール配信
　特別賞：①「チーム賞」(５人までのチーム全員の累計距離)（チーム第1位）
　　　　　②「エイジ＋ディスタンス賞」(年齢(2/26現在)＋累計距離)（個人1位）
　　　　　③「MINATOシティハーフマラソン賞」2022年出走権（30人）
　　　　　※①②は「フル」選択で、③は「ハーフ」選択でそれぞれ対象となります。
　　　　　　また、③の参加費は自己負担となります。
　抽せん賞品：完走・完歩者の中から「抽せん」で素敵な賞品を進呈

エントリーはこちら

お問合せ先：Kissポート財団　スポーツ事業課　☎︎03（5439）6201（平日8:30～17:15）

Run×
　Watch×
　　Support

Challenge the next marathon

MINATO シティハーフマラソン
特集号

【発行部数】120,000部JQA-QMA12663
JQA-EM4580

FAX



大 会 の 代 名詞！

MINATOシティハーフマラソン2021コース図
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港区で生まれた応援歌として、心にずっと残る曲になれたら 音楽を通して、ランナーの皆さまへパワーを届けたい！

「走れ！Victory」REAL VOX 「その未来へ」atsuko.

港区でマラソン大会が開催されるとの話を偶然
耳にし、応援歌がきっと必要になると、急いで
楽曲を準備して区役所に直接CD音源を持って
行ったのがはじまりです。大会では特設ステー
ジで、港区の子供たちと一緒に応援パフォーマ
ンス。ランナーの皆さまが手を振って励まして
くださるなど、心温まるアットホームな一面も
この大会の魅力です。応援する方やボランティ
アなど皆さん全員で作り上げる大会に参加させ
ていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

誰かを応援できる存在になりたいと長年活動し
てきました。実はこの曲は友人の結婚式に向け
て書いた曲。新しいことを始める時や大きなこ
とに挑戦する時、そっと背中を押せる1曲にな
るよう想いを込めて作りました。初めて大会で
歌わせていただいた時はとても感動しました。
MINATOシティハーフマラソンという、笑顔あ
り、涙ありのドラマに私も参加することができ、
とても嬉しかったです。世の中が落ち着き、ま
た開催されることを心より祈っています。

★大会公式ソング ★大会応援ソング

MINATOシティハーフマラソンって、こんな大会！

東京のド真ん中を駆け抜ける
The City Marathon！

ハーフマラソン
だけじゃない！

ハーフマラソンは都心を走る日本陸上競技連盟公認コースです。
普段は車の交通量が多い幹線道路を舞台に、沿道の応援を受け
ながら走るコースはまさにシティマラソン。港区の古刹や林
立するビル群を駆け抜け、ランナー同士ですれ違う楽しみや、トッ
プランナーの走りを間近で体感できるのも魅力です。
フィニッシュ地点の東京タワーへ向かう最後の坂道を乗り越
えればあなたもfinisher！きっと完走した達成感を大きくして
くれるでしょう。
大会後はグルメやショッピング等、港区の気になる名店、名所
を堪能しちゃいましょう！

※2020年、2021年大会は開催中止

2019年陸連登録者の部　
男子優勝・飯野汰一さん、女子優勝・兼重志帆さん

※2020年、2021年大会は開催中止

「ハーフマラソンはちょっと距離が…」という
方には「走る」を楽しみながら体験できる、約
800mの種目のファンランがあります。港区
在住の方であれば参加資格は特にありません。
未就学児からシニア、障害の有無も関係なく参
加できます。
ペアで手をつないで参加するもよし、ベビーカー
を押して参加するもよし、車いすの参加も可能
です。順位を競わないファンランで、誰よりも
楽しみながら走りましょう！
ランニング大会にエントリーしたことがない
方も、まずはファンランから楽しく参加してみ
ませんか？

Half Marathon

Fun Run

MINATOシティハーフマラソン特集号

開催日 申込者数（人） 出走者数（人） 完走者数（人） 完走率（％）
2018年12月2日（日） 5,322 4,698 4,328 　    92.1 
2019年12月1日（日） 6,018 5,210 4,809 　    92.3 

開催日 申込者数（人） 出走者数（人） 完走者数（人） 完走率（％）
2018年12月2日（日） 578 ー（＊） ー（＊） ー（＊） 

2019年12月1日（日） 770 659 659 100

Run×Watch×Support

2018

2018 2019

2019

2018年陸連登録者の部　
男子優勝・秋山太陽さん、女子優勝・兼重（里中）志帆さん

＊参加者数は未計測のため、申込者数のみ掲載
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MINATOシティハーフマラソン公認コース検定の様子をご紹介！

正確な距離を参加ランナーの皆さんに

カリブレーション（calibration）コース設定

検定当日（3:00集合）
●プレカリブレーション

検定開始 ●ポストカリブレーション

距離ポイントの修正

日本陸上競技連盟
公認コースへ

コース下見～打合せ事前のコースポイント設定

MINATOシティハーフマラソンは2018年の初回大会から（公財）日本陸上競技連盟の公認大会となっていますが、
コースを変更するため、新たに公認コース検定を行いました。

ここでは2021年7月17日（土）〜18日（日）に行われた公認コース検定の様子をご紹介します！

MINATOシティハーフマラソン特集号

Run×Watch×Support
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大会に参加するランナーにとって、コース距離が正確であること
はとても大切な要素です。そこで、大会コースが規定通りの距離
（ハーフマラソンであれば21.0975㎞）となっていることを公に
認めてもらうために、（公財）日本陸上競技連盟による「長距離
競走路・競歩路実測調査」が必要となります。検定は、日本陸連

の資格を持った検定員によって正確な距離が確認され、日本陸連
公認コースとなります。さらに日本陸連が規定するさまざまな条
件をクリアした大会が公認大会となります。公認大会において陸
連登録者の部に参加したランナーが制限時間内に完走すれば、公
認記録として認められます。

距離計測は3台の自転車が同時に走
り、それぞれの車輪回転数を換算し
て距離を算出します。3台の自転車
の車輪回転数を正確に算出するため
には検定の直前と直後に 400mの
直線コースを走る必要があり、その
コースを前日のうちに設定しておき
ます。

自転車のハブ（車輪中央部）に「ジョーンズカウン
ター（注）」を取り付け、前日に設定したカリブレー
ションコースを複数回実走して400ｍでの車輪回
転数を算出。当日の気温、タイヤの空気圧などさ
まざまな条件を加味して値を出しておきます。

いよいよ公認コース検定開始。交通量が比較
的少ない深夜帯に行います。とにかく安全第
一。検定員の皆さんは距離ポイント、カウン
ターの状態を気にしつつも、一般車両にも注
意を払うので集中力が必要です。

公認コース検定終了後に改めてカリブレーショ
ンを実施。実施前と同様に400ｍのコースを複
数回走行して検定前との誤差を算出します。

公認コース検定後、港区役所で距離
を算出。3台の自転車が計測した値
から各距離ポイントを算出します。
算出後、日本陸連担当者の指示のも
と、各ポイント位置を修正します。
公認コース検定の作業はここで終了
です。

※��公認コース検定は予め警察、道路管理者等と
の調整を行い、許可を得て実施しています。

関係者が実際にコースに出て各ポイントを下
見。スタッフ各自が立つ位置や時間を確認し
ます。昼と夜とでは街の雰囲気が違うので、
立ち位置を間違えないようにチェック！
その後、港区役所にて最終打合せをします。
全員がそろってコースマップ上で場所や立つ
時間の再確認、必要備品の配付を行います。

公認コース検定を実施する前に、スタート、
フィニッシュ、各折り返しおよび 5kmご
との各ポイントを確認してポイントに目印
をつけておきます。このポイントは仮のポ
イントで、検定後に実際の距離との誤差
を修正します。検定当日は各ポイントにス
タッフが立って検定員に目印を示します。

回転数を算出する
カリブレーション
コースは、予め金
属製の巻き尺で正
確に測って設定

（注）
自転車の車輪回
転数を算出する
日本陸連が公認
したカウンター

後日、日本陸連で検定内
容を審査し、公認コース
として認められました。

公認コース検定の様子。検定員は日本陸連の資格
を持っている方が担当

14:00-15:00

3:00 3:30 6:30

9:00

AM 15:00-17:001日目

2 日目

meeting

1日目

2 日目
3:00

AM 14:00 15:00 17:00

3:30 6:30 9:00

お疲れさまでした！
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東京タワー 東京プリンスホテル

東京のシンボル「東京タワー」は、ハーフ
マラソンのフィニッシュ地点。完走後に、
フィニッシュ地点の真下から見上げる東京
タワーは迫力満点です！フィニッシュ後は
展望台に上がって、今、走ってきたルート
を俯

ふ

瞰
かん

で確認してみてはいかがでしょうか。
まだまだ元気な方は、外階段で展望台へ上
がっても良いですね。

東京プリンスホテルは1964年の東京オリ
ンピック開催と共に開業。都心の真ん中に
あるとは思えないほど、豊かな緑に囲まれた
静けさの中にあります。ハーフマラソンやファ
ンランのコース沿道でもあり、大会当日は参
加するランナーへの多くの応援で賑わいます。
レース後はホテルの食事で頑張った自分へ
のご褒美もいいかも！

新コンセプトの靴磨き店新コンセプトの靴磨き店
靴磨きの間に一杯いかが？ 靴磨きの間に一杯いかが？ 

ランチメニューも人気の王道居酒屋ランチメニューも人気の王道居酒屋

大会協力

コーヒーの奥深さを楽しく体感できるコーヒーの奥深さを楽しく体感できる

高級靴磨き店 BriftH ×高級
クレープを手掛ける PARLA
がプロデュース。靴磨き職人
とバーテンダーはそれぞれプ
ロ。カウンター越しに靴が磨
かれるのを見ながらお酒が飲
め る NEWSTYLE な お 店。
テーマは「靴磨きとお酒で明
日への活力を」。ぜひ体験し
てみてはいかがでしょうか。

 港区西新橋２-33-2 先

毎朝、豊洲で仕入れるという新鮮な魚介料理が魅力。醤油に
もこだわり、醤油発祥の地といわれる和歌山県から取り寄せ
ている。人気メニューは、濃厚な卵黄と一緒にいただく「特
製つくね」。一押しメニューを堪能できる「湯浅おすすめコー
ス」が◎。　  港区芝５-20-20

ガラス張りの外観が目をひく、焙煎体験ができるカフェ。店内
には専用焙煎機が設置されており、誰でも使用可能（要予約）。
コーヒーマイスターが希望に合わせてあなただけのオリジナル
コーヒー豆を作ってくれるサービスも。

 港区西新橋2-34-3先

風情あふれる店舗は港区の歴史的建造物風情あふれる店舗は港区の歴史的建造物
明治元年に酒屋として創業し、1950 年頃から角打ち（酒屋
での立ち飲み）をスタート。現在は、日本各地の銘酒が楽し
める居酒屋となり、ランチも営業している。洋食店で修業を
積んだ店主の息子さんが腕をふるう料理は、和洋どちらも絶
品。お手頃価格でボリューム満点の定食を堪能できる。

 港区三田２-16-8

クラフト シェア ロースタリー 錠前屋珈琲

アイスクリーム ソーワ

津国屋

湯浅

ザ シューシャイン
& バー

通常の 2.5 倍！「ジャンボプリン」通常の 2.5 倍！「ジャンボプリン」

チーズ好きにはたまらないチーズ好きにはたまらない
贈り物などにも◎贈り物などにも◎

リニューアルオープンしたリニューアルオープンした
アイスクリーム店アイスクリーム店

芝丸山古墳芝丸山古墳

薩摩藩蔵屋敷跡薩摩藩蔵屋敷跡
（勝海舟・西郷隆盛会見の地跡）（勝海舟・西郷隆盛会見の地跡）

虎ノ門の老舗喫茶店。名物の「ジャンボプリン」のレシピは創
業当時から変わらないそう。しっかりした弾力のプリンで卵の
旨みが口いっぱいに広がる。コーヒーと一緒にいただいて、ホッ
と一息つきに行ってみよう。 港区西新橋1-20-11��安藤ビル1F

ナチュラルチーズ専門
店。つくり手の顔が見え
る「農家製」の手作りチー
ズにこだわり、毎週パリ
のランジス市場やミラノ
などから 200 種類以上
ものヨーロッパ産ナチュ
ラルチーズを空輸してい
る。オンラインショップ
での購入も可能。

 港区愛宕1-5-3�
　�愛宕ASビル�1F

自社工場で製造するバ
ラエティ豊富なアイス
クリームとソフトクリー
ムを販売するショップ。
日 替 わりの ソ フト ク
リームもあり、毎日通っ
ても飽きない味が楽し
める。リーズナブルな
カップ入りアイスは手
土産にも人気。
�港区虎ノ門3-19-10

創業当時から続く人気の豆大福創業当時から続く人気の豆大福
大正元年から続く老舗和菓子店。一番人気の豆大福は、北海
道産赤えんどう豆のほど良い塩気とさっぱりしたあんの相性
が抜群。人気商品のため午後には売り切れてしまうことも。
ほかに、栗饅頭やワッフルもおすすめ。
�港区虎ノ門3-8-24�岡埜栄泉ビル�1F

2
3

6

7
8

15

推定全長100m を推定全長100m を
超える、都内最大級超える、都内最大級
の前方後円墳。戦後の前方後円墳。戦後
の土地開発によっての土地開発によって
墳丘の一部が損な墳丘の一部が損な
われているものの、われているものの、
現在でも後円部の現在でも後円部の
丸い地形などが残丸い地形などが残
されている。されている。

歴史的な「無血開城」がなさ歴史的な「無血開城」がなさ
れた、勝海舟と西郷隆盛の会れた、勝海舟と西郷隆盛の会
談は、この碑の建つ田町の屋談は、この碑の建つ田町の屋
敷で行われたとされる。敷で行われたとされる。

※�写真の石碑は、現在、建築建※�写真の石碑は、現在、建築建
替えに伴い撤去・保管されて替えに伴い撤去・保管されて
います。います。
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8

虎ノ門 岡埜榮泉2

4

MINATOシティハーフマラソン特集号

MINATOシティハーフマラソン新コース&沿道マップ
Run×Watch×Support

フィニッシュ地点の
東京タワーで

お待ちしています！

歴史と自然が織りなす
風景を楽しみながら

走ってみてくださいね！

NHK放送博物館NHK放送博物館

港区立みなと科学館港区立みなと科学館

1956 年、世界最初の放送専門の1956 年、世界最初の放送専門の
ミュージアムとして開館。ラジオミュージアムとして開館。ラジオ
からテレビ、さらに BS デジタルからテレビ、さらに BS デジタル
放送への変遷など、放送の歴史に放送への変遷など、放送の歴史に
関する展示などを行っている。関する展示などを行っている。

2020 年 6 月に新しくオー2020 年 6 月に新しくオー
プンしたプラネタリウムをプンしたプラネタリウムを
備えた科学館。港区を科学備えた科学館。港区を科学
の視点から楽しめる「みなの視点から楽しめる「みな
と・クエスト Map」など趣と・クエスト Map」など趣
向を凝らした展示が◎。向を凝らした展示が◎。
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品川駅

2

5

20km

6

増上寺 芝東照宮

浄土宗の七大本山の一つ。1393年の創建
から600年以上の歴史を持ち、徳川将軍家
の菩提寺として有名。大会当日はランナー
の更衣室や協賛企業ブースなどが立ち並び、
参加者だけでなく、家族連れなど多くの方で
賑わいます。また、境内では年間を通じて「み
なと区民まつり」など、さまざまなイベント
も行われます。

1613年に最初の社殿が創建。当初は増上
寺の境内に置かれていました。明治初期に
芝東照宮と呼ばれるようになり、日光東照宮、
久能山東照宮、上野東照宮と並ぶ四大東照宮
の一つとされています。勝運、厄除けのご利
益があると言われ、参加するランナーの中に
は大会当日のスタート前に完走祈願をする
人も多くいます。

ボリューム満点！ボリューム満点！
サクサク衣の極上トンカツサクサク衣の極上トンカツ
衣がサクサクで食べ応え抜群のトンカツ屋。お昼時にはいつ
も行列ができる。卓上にはピンク岩塩、ブラックペッパー、
七味、醤油など調味料がそろう。ソース以外のスパイスを贅
沢に試してみるのも◎。ぷりぷりのエビフライも人気。

 港区芝4-5-9

本格手打 もり家 東京店

プレイス イン ザ サン

とんかつ 芝

マンチズ 
バーガー シャック

ハンバーガーの命、ハンバーガーの命、
オーナー渾身の自家製パティオーナー渾身の自家製パティ

有章院霊廟二天門有章院霊廟二天門

イタリア街イタリア街

大門大門

ハンバーガー専門店。
肉に徹底的にこだわっ
た独特の食感と風味の
パティは、つなぎを一
切使わない。噛み締め
るほどにあふれ出す肉
汁の旨みは絶品。ソー
スやスモークベーコン、
付け合わせのポテトも
すべて手作り。

 港区芝２-26-１�
　�i・smart ビル�1F・2F

大正元年創業の老舗大正元年創業の老舗
オンラインショップでオンラインショップで
購入も可能購入も可能

肉厚のふっくら鰻が食べられる小料理屋肉厚のふっくら鰻が食べられる小料理屋

大正元年創業の和菓子屋。名物の「切腹最中」は赤穂義士の
逸話である忠臣蔵が和菓子を通じて広がることを願って命名
された。香ばしい皮にたっぷり詰まったあんは、求肥入りで
甘さをおさえたさっぱりした味わいが人気。

 港区新橋４-27-２

元プロ野球選手の大将が腕を振るう。店内にはユニフォーム
やバットなどが飾られており、野球ファン必見。肉厚の鰻が
たまらない鰻重はもちろん、「焼きおそば」や「サバダ丼」な
どの個性あふれるメニューも楽しめる。

 港区芝5-33-1�森永プラザビル�B1F

1

4 5
9

10

11

12
13

14

中国湖南料理に中国湖南料理に
トライしてみよう！トライしてみよう！
創業 60 年の老舗中
華料理店。中国の 8
大料理で、「中国料理
の中で最も辛い料理」
ともいわれる湖南料
理が味わえる。本格
的な辛さの奥に感じ
られる、香辛料の複
雑な香りと旨みがや
みつきになると評判。

 港区芝大門１-10�-１�
�　全国たばこビル�1F

製法・お出汁・小麦製法・お出汁・小麦
すべてにこだわった讃岐うどんすべてにこだわった讃岐うどん

素材が自慢の身体が喜ぶ素材が自慢の身体が喜ぶ
サンドウィッチサンドウィッチ

香川県高松市創業の讃岐うどん店。完全手打ちのうどんにこ
だわり、「練り」「足踏み」「手打ち」のすべての工程を店内で
行う。瀬戸内の名物を少しずつ味わいたい方には、季節のせ
とうみコース 3,300 円（税込）がおすすめ。 

 港区浜松町2-6-5�浜松町エクセレントビル�ポンテせとうみ内�2F（重要文化財）（重要文化財）
幼くして亡くなった江戸幕幼くして亡くなった江戸幕
府 7 代 将 軍 家 継 の 霊 廟 建府 7 代 将 軍 家 継 の 霊 廟 建
築。1930 年に文化財指定。築。1930 年に文化財指定。
2017 年度からの保存修理事2017 年度からの保存修理事
業により漆塗り、かざり金具業により漆塗り、かざり金具
などが緻密に復元されている。などが緻密に復元されている。

汐留シオサイト内の汐留シオサイト内の
西側エリアにある。西側エリアにある。
そのおしゃれな街並そのおしゃれな街並
みから、映画やドラみから、映画やドラ
マのロケ地として使マのロケ地として使
われることも多い人われることも多い人
気の観光スポット。気の観光スポット。

増上寺の総門・表門。現在増上寺の総門・表門。現在
の芝の地に移転した時に、の芝の地に移転した時に、
増上寺が江戸城の大手門を増上寺が江戸城の大手門を
移築して設置したもので、移築して設置したもので、
当時は江戸名所の一つで当時は江戸名所の一つで
あった。あった。

食材の品質にこだわり抜いたハンバーガーとサンドウィッチ
が看板メニュー。サンドウィッチに使用するホワイトの食パン
とハンバーガーのプレミアムバンズは名店「メゾンカイザー」
社製。野菜はほぼすべてを国産で揃えている。 

 港区芝2-20-3

C D
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ランナーに元気を！観る人に迫力と楽しさを！
おすすめの応援ポイント

増上寺前

飯倉交差点

芝5丁目交差点

応援ポイントⅠ応援ポイントⅠ

応援ポイントⅡ応援ポイントⅡ

応援ポイントⅢ応援ポイントⅢ

ハーフマラソンのスタート地点から近く、レース序盤、中盤、後半
にかけてランナーが 3 回通過します。ファンランのスタート地点も
すぐそこ。通過予想時間に合わせてメッセージボードなどで応援を
楽しみましょう！

コース最大の難所。ハーフマラソンのランナーは 3 回通過します。
フィニッシュ地点の東京タワーに向かう永井坂はさらに厳しい勾配
が。皆さんの声援がランナーの背中を後押しします！

スタート直後からレース中盤、後半にかけてハーフマラソンのラン
ナーが 5 回通過。地下鉄三田駅から近く、アクセスも抜群。レース後
半、ちょっと疲れてきたランナーも皆さんの声援で元気になるかも！
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港区ならではの魅力あふれるマラソンコースには、増上寺や二天門などの史跡のほかにも、
美味しいお菓子や料理を堪能できる名店がたくさんあります！ 
マラソンコースの下見も兼ねて、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか？ 

皆さまが安全に
完走できますよう
ご祈念申し上げます

港区でのマラソンを
ぜひ楽しんでください！

旧新橋停車場 鉄道歴史展示室旧新橋停車場 鉄道歴史展示室
日本の鉄道発祥地である汐留の歴史を紹日本の鉄道発祥地である汐留の歴史を紹
介する展示室。さまざまな展示物を通し介する展示室。さまざまな展示物を通し
て、明治期に日本の近代化を牽引した鉄て、明治期に日本の近代化を牽引した鉄
道の発展と影響を知ることができる。道の発展と影響を知ることができる。

新正堂9

11

15

12

14

味
み

芳
ほう

斎
さい

 支店10

大乃
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大会 の 救護体制

傷病者はいつ、どこで発生するかわかりません。しかし、
症状によっては一刻を争う場面もあります。傷病者情報
をできるだけ早く受け取るため、実行委員会事務局は東京
消防庁と連携しています。さらに、救護関係者だけでなく、
沿道・会場の大会関係者やボランティアの方などからの情
報も非常に重要なため、大会前に行う説明会では、各業務
に加え、傷病者を発見した際の手順を説明するなど、少し
でも早く救護本部と連携ができるように体制を整えています。

　
マラソンコースは広域におよぶため、救護所は一か所だけ
でなく数か所設けます。特にフィニッシュ後は救護を受け
る方が多いため、フィニッシュライン付近や、フィニッシュ
ラインから少し離れたところにも救護所を設定しています。
また、コース沿道や会場周辺にも複数の救護所を設け、一
度に複数件の救護事案が発生しても対応できる体制を整え
ています。

●�傷病者の早期発見 ●�救護所の体制 AED（自動体外式除細動器）について

MINATOシティハーフマラソン特集号

協賛企業

2018・2019年大会では、多くの企業・団体等の皆さまより、ご協賛いただきました。
今回は、過去大会でご協賛いただいたプラチナ協賛企業の皆さまより、大会当日の写真とメッセージをいただきましたので、ご紹介します。

　MINATOシティハーフマラソンは、2018年より
開催され、多くのランナーに楽しんでいただくととも
に、協賛企業・団体等の皆さまには多大なるご支援、ご
協力をいただいてまいりました。過去2大会にわたり、
ご協賛いただきました協賛企業・団体等の皆さまにはこの場をお借りし、
改めて御礼申し上げます。
　2020年、2021年大会は、新型コロナウイルス感染症による感染拡大
の影響を受け、苦渋の決断により、開催中止を決定いたしました。
　次回大会については、感染症対策に十分に取り組んだうえで、より一層
皆さまに喜んでいただけるマラソン大会をめざし、準備を進めてまいります。
今後とも本大会へのご支援・ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申
し上げます。

港区マラソン実行委員会 委員長 池田朝彦さん

走ることで盛り上げたい走ることで盛り上げたい【大会参加】

来場した皆さまにおもてなし来場した皆さまにおもてなし【出展ブース】

ランナーの皆さま一人ひとりに喜びをランナーの皆さま一人ひとりに喜びを【ボランティア】

頑張る仲間を後押し！頑張る仲間を後押し！【応援】

～いろいろな形で大会を支えたい～　協賛各社の活動

皆さまに喜んでいただける大会をめざし、
準備を進めてまいります

Run×Watch×Support

飛島建設（株）[写真❷]
ランナー、ボランティア、応援ギャ
ラリーとして参加しました。今
後も港区のスポーツ振興のため
に応援していきます！

東亞合成（株）[写真❶]
2019年大会では、社内のラン
ニングクラブのメンバーをはじ
めとして、社員20名が参加。社
会貢献活動という側面だけでな
く、健康経営推進の一環や従業
員の親睦を深める大切なイベン
トとして、楽しく参加させてい
ただいています。

西松建設（株）[写真❺❻]
2018年大会は15名の社内ラン
ナーが魅力あふれるコースを疾
走。2019年大会には、多くの社
内ランナーが参加を希望し抽せ
んが必要となりました。当大会
をきっかけに、マラソンを始める
社員もおり、当社が掲げる健康経
営推進への一助になっています。

カサイホールディングス（株）[写真�]
2019年にブース出展し、弊社商品等を販売しま
した。販売担当者は増上寺に初めて立ち入った者
も多く、会社周辺に多くの魅力あふれる場所があ
ることを知ったようです。次回開催時には港区の
魅力をより感じていただけるよう、地元企業とし
てお手伝いできたらと社員一同思っています。

（株）合田工務店
[写真❼❽❾��]
第1回の2018年大会より
協賛させていただき、2019
年大会もランナー・ブース・
応援と、楽しく参加させて
いただきました。今後も港
区の振興に協力していきた
いと思っています！

日鉄興和不動産（株）
[写真❸❹����]
2019年大会ではランナー32人、
ボランティア9人が参加、沿道
応援には約20人が駆けつけ、大
会を盛り上げました。またオフィ
シャルタオルパートナーになり、
たくさんの方がSNSで写真を
アップしてくださいました！エ
リアマネジメントにも力を入れ
る当社にとってもぴったりのイ
ベントです。2022年は無事に
開催できることをお祈りしてお
ります。

（株）長谷工コーポレーション[写真�]
2019年大会では、地域の皆さまにより
身近に感じていただけるよう住まいに
まつわるブースを出展しました。来年
度こそMINATOシティハーフマラソン
が無事開催できることを祈っています。

本大会では会場やコースに複
数のAEDを設置しています。
また監察範囲が広域におよぶ
ため、定点でランナーを見守
るスタッフ（定点監察）と、移
動しながら見守るスタッフ
（移動監察）を配置しています。
移動監察スタッフは、万一の
場合でも迅速に対応できるよ
うにAEDを携行しています。

NOK（株）[写真��]
一か所ではなく、数か
所に分かれて応援！
とても盛り上がりま
した!!

❶

❺

❼

�

�

�

�

� �

� �

�

�

❻

❽ ❾

❷

❸

❹

港区マラソン実行委員会事務局では、参加するランナーの皆さまが安心して大会に参加できるよう、万全な救護体制の確立をめざしています。
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　2019年大会開催時は、実際のマラソンコースを想定し、
東京プリンスホテルの駐車場で車両の走行リハーサルを行
いました。先頭ランナーの前を走行する先導車は、コース
の折り返しなど、厳しい設定でしたが、車両の切り返し性
能が高かったため無事条件をクリアすることができました。
　MINATOシティハーフマラソンは、例年すぐに定員オー
バーになってしまう人気の大会です。次回大会に参加され
る方は、抽せんで
選ばれたランナー
としてぜひ楽し
い時間を過ごし
てください！

大都会港区公道を走るすばらしい大会です
思いっきり楽しんでください！

メルセデス・ベンツと
収容バスを提供しました！

健康ミネラルむぎ茶で、
汗をかいたら水分 & ミネラル補給！

最高のパフォーマンスを！
給水所から皆さまを応援しています

オフィシャルウェアパートナー オフィシャルカーパートナー オフィシャルドリンクパートナー

オフィシャルパートナー

株式会社SVOLME 株式会社ヤナセ 株式会社伊藤園

大塚製薬株式会社

　SVOLMEの企業理念は『スポーツを通じて健康と幸せを
提供する』です。ポジティブにスポーツを楽しんでいただ
けるよう、機能性はもちろん、着ると気分が上がるようなウェ
アを作成し、ランナーの皆さまの力になっていきたいと考
えております。

　伊藤園の健康ミネラルむぎ茶は、甘く香ば
しい、後味がすっきりとした味わいの麦茶です。
食事の時はもちろん、スポーツシーンにもお
すすめ！�その理由は「無糖」「カロリーゼロ」
「カフェインゼロ」。しかも、運動時の汗と一
緒に失われる体の健康維持に必要なミネラル
が補給できます。大会ではファンラン参加者
に配付しています。汗をかいたら健康ミネラ
ルむぎ茶をゴクゴクしましょう！

　大会では、給水所のポカリスエット、
フィニッシュ地点のボディメンテを通
じて皆さまの走りとコンディショニン
グをサポートしています。汗はただの
“水”ではありません。ナトリウムやカ
リウムなどのイオン（電解質）を含んで
いるため、水分補給には体液に近いイ
オンバランスを持ったポカリスエット、
コンディショニングには体調維持をサ
ポートする乳酸菌B240も含有したボ
ディメンテがおすすめです。

MINATOシティハーフマラソン特集号

企業ボランティア

MINATOシティハーフマラソンでは、1,000人以上のボランティアの皆さんにご参加いただき、さまざまな場面でランナーのために活動いただいています。
ここでは、企業ボランティアとしてご参加いただいた2社をご紹介します。

本大会には、さまざまな形でご協力いただいているオフィシャルパートナーの皆さまのお力が不可欠です。
今回は各社よりいただいた応援メッセージをご紹介します！

次回大会もボランティアに参加し、
地元港区のさらなる振興に貢献していきます！

大会に参加したことで、
社員同士のコミュニケーションの機会が増えました！

　当社は経営方針の一つに「社員の幸福
と社会貢献を実現する」を掲げております。
MINATOシティハーフマラソンに企業ボ
ランティアとして参加することを決めた
のは、永年本社を置く地元港区の振興に少
しでもお役に立ちたいと思ったからです。
　ボランティアとして社員13人が参加し、
沿道の安全管理を担いました。また、協賛
企業枠として社員1人がランナーとして参
加しました。当時はコロナ禍の前と
いうこともあり、出走者、ボランティ
ア参加者、応援スタッフの全員で活
動終了後にブラジル料理店でお疲れ
さまのランチ会も行い、参加者全員
が楽しめたイベントとなりました。
　後日、当日の様子を聞いた社員か
ら「次は自分も参加したい」との声
も聞かれるなど、大きな反響があり、
社員のボランティア意識の向上も図
ることができました。出走した社員

　社員が参加できる社会貢献・地域貢献活
動を探していたところ、オフィスがある港
区を舞台としたMINATOシティハーフマ
ラソンの開催を知りました。マラソン好
きの担当者がいたこともあって、企業ボラ
ンティアとしてMINATOシティハーフマ
ラソンに参加することになりました。
　当社は、スタート前の給水を担当しまし
た。給水所に来られたランナーの方に挨
拶すると、皆さん元気よく挨
拶を返してくださり、気持ち
よく活動ができました。数時
間の間に、何百回も挨拶をし
たような気がします。
　今回は残念ながら大会が中
止となりましたが、新型コロ
ナウイルスの影響でイベント
開催が難しい状況の中、感染
対策をとりながら開催に向け
て尽力している事務局の方々

は1時間31分で完走を果たし、社内では
なかなか見る機会がない颯爽とした走り
が格好良く印象に残っています。
　MINATOシティハーフマラソン以外にも、
「芝地区クリーンキャンペーン」のボラン
ティアに参加しています。今後も参加可
能なボランティア活動には積極的に参加し、
地域貢献、ひいてはSDGs達成への貢献を
果たしていきたいと考えています。

や、大会を楽しみに参加する方々の役に立
ちたいという気持ちがより一層強くなり
ました。
　社員の中には、ランナーとして参加する
者も多く、ボランティア活動後に応援したり、
一緒に打ち上げをしたりと、この大会が社
内コミュニケーションの一助となりました。
　次回もぜひ、多くの同僚と一緒に地域社
会の皆さんのお役に立てる活動に参加し
たいと思います。

株式会社オーハシテクニカ
人事・総務チーム　小場翔太さん 経営企画部サステナビリティ推進室　川瀬康子さん

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

大会終了後はランナー、ボランティアなど全員が参加して、
お疲れさまランチ会を開催
※2019年大会では協賛もいただいています。

大会関係車両

収容バス

先導車

2021年大会の参加賞
Tシャツは、大会だけ
でなく日常でも使っ
ていただくことを念
頭にデザインし、色
はナイトブルーにし
ました。

※ 2020 年大会は参
　加賞T シャツを作
　製していません。

2018年大会 参加賞Tシャツ

2021年大会 参加賞Tシャツ

2019年大会 参加賞Tシャツ

～私たちも支えています～　企業ボランティア＆オフィシャルパートナー
Run×Watch×Support

港区マラソン実行委員会事務局では、参加するランナーの皆さまが安心して大会に参加できるよう、万全な救護体制の確立をめざしています。
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増田：MINATOシティハーフマラソンのお話の前に、
お二人が走り始めたきっかけを教えていただけますか。�
飯野：小学生のとき、テレビで初めて観た箱根駅伝で
順天堂大学の今井正人さんがめちゃくちゃ速く走っ
ていたのがカッコよくて。僕もいつかあの場所で走
りたいと思って始めました。
兼重：私は小学3年生のとき、同級生に陸上クラブ
に誘われたのがきっかけです。もともと走ることが
好きだったので一緒に入りました。
増田：飯野さんは経歴がおもしろいですよね。元祖“山
の神”の今井さんと同じ順天堂大学に進学し、卒業後
は港区で教員をされていた。そして実業団へ。再び
走ることになったのはどうしてですか。

飯野：大学時代に疲労骨折を10回くらいして、思
い通りに走れないまま競技生活が終わってしまい
ました。それもあってもう走らないつもりでしたが、
教師として陸上部の生徒と一緒に走っているうちに
楽しくなって。そんなときにMINAT0シティハー
フマラソンで優勝し、もう一度挑戦しようと強く思
うようになったんです。それで、2021年５月から
実業団に所属することになりました。
増田：この大会での優勝が自信になったなんて素敵！�
兼重さんは最強市民ランナーのお一人ですが、お仕
事と練習の両立はどうされていますか。�
兼重：基本は1日1回です。朝、仕事に行く前にジョ
グをするか、仕事が終わった後にポイント練習をす
るか、予定に合わせて決めています。ただ、朝練が
続くと眠くなってしまって（苦笑）。
増田：それは意外。スッキリしそうなのに。もしか
して朝からすごく速く走っているとか？
兼重：そうなのかな……1km4分半くらいです。

2年連続で中止となってしまったMINATOシティハーフマラソン。
大会の灯を絶やさないために、2019年大会優勝者のお二人と増田
明美さんによるオンライン座談会を開催し、大会の魅力や今後につ
いて語っていただきました。

港区マラソン実行委員会 専門アドバイザー 増田明美さん

2019大会 陸連登録者の部（男子）優勝 飯野汰一さん

　　　　　 大会 陸連登録者の部（女子）優勝 兼重志帆さん

増
ま す

田
だ

明
あ け

美
み

さん

飯
い い

野
の

汰
た

一
い ち

さん

兼
か ね

重
し げ

志
し

帆
ほ

さん

特別
座談会

港区マラソン実行委員会
専門アドバイザー
大阪芸術大学教授、スポー
ツジャーナリスト。1964
年、千葉県いすみ市生まれ。
成田高校在学中、長距離種
目で次々に日本記録を樹
立する。現在はコラム執
筆のほか、新聞紙上での人
生相談やテレビ番組のナ
レーションなどでも活躍
中。日本パラ陸上競技連
盟会長、全国高等学校体育
連盟理事、日本障がい者ス
ポーツ協会評議員。

2019 陸連登録者の部
（男子）優勝
●	ハーフマラソン自己ベスト	
	 1時間06分15秒
	 立川シティハーフマラソン
	（2017年3月5日）
●今後の目標大会
	 ニューイヤー駅伝

2018/2019 陸連登録者の部
（女子）優勝
●	ハーフマラソン自己ベスト	
	 1時間13分05秒
	 全日本実業団ハーフマラソン
	 大会（2021年2月14日）
●今後の目標大会
	 大阪国際女子マラソン大会

※表紙のメッセージ写真はKissポート財団HPで紹介しています。

【対　象】 港区在住・在勤・在学の方
【申込方法】 KissポートHP（https://www.kissport.or.jp/event-search）から
 お申込みください。※ 当選発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

【賞　品】 MINATOシティハーフマラソン大会グッズ
 ●2018年大会 参加賞Tシャツ　●2019年大会 スタッフ用軍手
 ●2019年大会 クリアファイル
 ※Tシャツのサイズは数に限りがあるため、サイズごとに当選人数を予め設定したうえで抽せんさせていただきます。

【締切り】 1/28（金）23：59 
【問合せ】 Kissポート財団 マラソン課（マラソン特集号プレゼント係） ☎03（5770）1400（平日8:30〜17:15）

本誌をご覧いただいた皆さまの中から抽せんで100名様に、
MINATOシティハーフマラソン大会グッズをセットにしてプレゼントします。

MINATOシティハーフマラソン大会グッズプレゼント

増田：それは速い！ところで兼重さん、インターハ
イには出場されていましたが、大学時代は？
兼重：大学4年間はいっさい走っていませんでした。
当時、陸上はもういいかなという感じで。
増田：なるほど。“少しの休憩期間”がお二人にとっ
ては重要な時間で、それがあったからいま楽しく走
れているのかもしれませんね。

増田：コロナ禍でMINATOシティハーフマラソン
は2年連続中止となってしまいました。ほかの大会
も中止が相次ぎましたけれど、モチベーションの維
持は大変ではなかったですか。
飯野：市民ランナーとして走ること自体を楽しめて
いたので、僕は大会の中止でモチベーションが下が
ることはありませんでした。
兼重：私は飯野さんとは逆で……初めの頃は、中止
のたびに気落ちしていました。途中からは一喜一憂
しないようにトラックを頑張ることでモチベーショ
ンを保っていました。そのおかげで長距離の記録が
伸びて自己ベストも出ました。
増田：すごい！飯野さんはどうですか？�コロナ禍
のもとで自己ベストは出しましたか。
飯野：はい、出しました。
増田：やっぱり！大変な中でもできることを力いっ
ぱいやって、多くの選手が自己ベストを出していま
すね。皆さん、こういう状況に負けてない。心のス
タミナがすごい。それこそが、見ている人に元気を
与えるスポーツの力だと思います。

　

増田：�MINATOシティハーフマラソンに参加して
みていかがでしたか。�感想を聞かせてください。
兼重：会社の人が応援に来てくれて、みんなの前で
優勝できたことがすごく嬉しかったです。
飯野：僕もお世話になっている方々に走る姿を見せ
られてよかったです。それとケーブルテレビで放映
されていたので、それを観た祖父母がとても喜んで
くれました。
兼重：応援でいうと増上寺の前がすごい人で、声援
も大きくてテンションが上がりました。
飯野：沿道に切れ目なく人がいてすごかったですね。
野球部のちびっ子たちが並んで「がんばれー！」っ
て声援を送ってくれて、気合いが入りました。
増田：子どもの応援って本当に力をもらえますよね。

子どもたちも選手たちの真っすぐ前を見て走る姿か
ら力をもらっているのでしょうね。
レース以外で楽しめたことはありますか。
飯野：副賞の食事券です（笑）。たくさんもらった
ので祖父母も呼んで家族で食事に行きました。
兼重：私も印象に残っているのはお食事券です（笑）。
友だちを誘って普段行かないような高級なお店に行
きました。楽しかったです！
増田：すごい！�大盤振る舞いですね（笑）。
大会のコースはどうでしたか。今後参加する方にコー
ス攻略のアドバイスをお願いします。
飯野：アップダウンが激しいコースなので、初めて
の方は走り方やペース配分を気にしながら走るとい
いと思います。
兼重：とくに最後の東京タワーに向かう坂はかなり
急で長い。最初のほうで力を使いすぎると頂上まで
登りきれないかもしれないので注意です。
増田：あと、このコースは折り返しがあるからお友
達に会えるでしょ。その点はどうでしょう。
兼重：すれ違うときに友達同士で応援しあえるのは
力になりますよね。
飯野：実際にあちこちで参加者やランニング仲間と
すれ違って、なんかいいなぁって思いました。
増田：本当にいいコースですよね。
では最後に、今後のMINATOシティハーフマラソ
ンに期待することを教えてください。
飯野：ランナーはもちろんですが、交通の便もいい
ので応援に駆けつけやすいという点でも素晴らし
い大会だと思います。陸上界を盛り上げるためにも、
コロナ収束後にぜひ開催してほしいです。
兼重：都内の公道を走れる機会はあまりないので、
貴重な経験ができる大会です。ずっとずっと続けて
ほしいし多くの方に走ってほしいです。私自身は次
の大会にも参加して、自分の持つ大会記録の更新と
連覇をめざします！
増田：ぜひ頑張ってください！�
これからのMINATOシティハーフマラソンの発展
とお二人のさらなるご活躍を期待しています。

MINATOシティハーフマラソンの魅力と
市民マラソンの力

ランナー人生を変えた
MINATOシティハーフマラソン優勝

コロナ禍にも負けない
“心のスタミナ ”で自己ベスト更新

応援が力になる素晴らしいコースを
これからも多くの人に走ってほしい

“する・みる・支える”視点から大会の魅力と次回大会への想いを語る！“する・みる・支える”視点から大会の魅力と次回大会への想いを語る！
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（表）

（裏）

MINATOシティハーフマラソン

公式Twitterやってます！

MINATOシティハーフマラソンに

関する情報はもちろん、

マラソン大会運営の裏話など

幅広くつぶやいています！

Please
follow us on
Twitter

@Minato_Marathon

2018
2019

MINATOシティハーフマラソン特集号8


