
県制 150 周年記念事業 

TOMIYA & TAIWA 七ツ森ハーフマラソン大会の開催 

 本市と大和町との共催により初開催となる「TOMIYA & TAIWA 七ツ森ハーフマラ

ソン大会」については、6 月より参加者の募集を開始し、約 2,000 名の市民及び県

内外のランナーにご参加いただき、10 月 23 日に実施いたします。 

 各報道機関の皆様におかれましては、ぜひ、取材していただきますようお願いい

たします。 

記

＜大会概要＞

1. 開 催 日  10月 23日(日) ※雨天決行

2. 会  場 富谷市総合運動公園・大和町総合運動公園 

3. 競技内容

種目(コース) 対象 定員 参加者 定員率 

ハーフ 18歳以上 1,200名 1,062名 88.50％ 

10㎞の部 年齢制限なし 600名 550名 91.67％ 

3㎞の部 

・小学 4～6年生 

・中学生 

・50歳以上 

300名 157名 52.33％ 

2㎞親子の部 
親子ペア 

(小学 1～3年生) 

200組 

（400名） 
230名 57.50％ 

合 計 2,500名 1,999名 79.96％ 

4. そ の 他 取材される場合は、事前にご連絡願います。

富谷市記者会見資料④ 
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教育委員会 教育部 生涯学習課 
担 当：菊地 
連絡先：022-358-5400 
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【開催趣旨】  

富谷市は「住みたくなるまち日本一をめざし、市民の誇りとなるよう、オールとみやの体 

制で新生富谷市」を目指したまちづくりに取り組んでいます。また、大和町は「豊かな自 

然と共生し、輝く未来に向けて躍進するみやぎの中核都市・大和、活力と笑顔に満ちたま 

ち」を目指すまちづくりを進めています。 

このような中、２０２０東京オリンピック・パラリンピック開催後、スポーツ施策に対す 

る機運が高まっており、両市町民の健康推進をはじめ、交流人口の増加により地域活性化 

を図ることを目的に、新たな住民参加型スポーツの祭典として、両市町のシンボル七ツ森 

の郷において「七ツ森ハーフマラソン大会」を共同で開催いたします。 

また、本年は宮城県制１５０周年の節目を迎える記念の年であり、県方針である「郷土へ 

の更なる愛着の醸成」「地域の魅力の再発見と発信」につながる大会ともなることから、県 

制１５０周年記念事業の一環としても実施いたします。 

大会コースは、多くのランナーが自然豊かな七ツ森や南川湖畔公園を走り抜ける魅力的な 

大会となっております。なお、開催に向けて実行委員会を組織し大会主管として運営全般 

を行ってまいります。 

 

 

【大会コンセプト】 

 

二つの地域(富谷⇔大和)を結ぶ、２１ｋｍのドラマ！七ツ森の魅力を体感できる大会 

 

    富谷市と大和町は古くから奥州街道宿場町としてつながりがあり、多様な価値観を互い 

    に共有し発展してきた町です。ふるさとのシンボル「七ツ森」のもと豊かな自然と共生 

    し、輝く未来に向けて共に歩んでいる富谷市と大和町です。 

    そのような中、２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催を機に、コロナ禍で 

はありますが、全国的にマラソン・ジョギングに取り組む方々が増加し、県内自治体に 

おいても市民参加型ハーフマラソン大会が開催されるなど、仙台近郊の両市町において 

も開催に向けた機運が高まってきています。マラソンは多くの人々が一度に参加できる 

うえに、老若男女の別や身体能力に関係なく自分の基準によって完走し達成感を味わえ 

るなど、他のスポーツにはない特徴があります。そこで、生涯スポーツの振興及び地域 

の活性化と交流人口の拡大を大会コンセプトとし、「人と人、地域と地域を結び、二つの 

自治体共同による未来へつなぐ」新たな市民町民参加型の「七ツ森ハーフマラソン大会」 

を開催いたします。 

 
１，開催趣旨 
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１，大会名称   TOMIYA & TAIWA 七ツ森ハーフマラソン大会 

         宮城県制１５０周年記念事業 

２，開催日時   令和４年１０月２３日（日） ※雨天決行 

３，主  催   富谷市・大和町 

４，主  管   七ツ森ハーフマラソン大会実行委員会 

５，後  援   宮城県、宮城県教育委員会、富谷市スポーツ協会、大和町スポー 

ツ協会、公益財団法人宮城県スポーツ協会、公益財団法人仙台市 

スポーツ振興財団、NHK仙台放送局、東北放送、仙台放送、ミヤ 

ギテレビ、河北新報社、KHB東日本放送、朝日新聞仙台総局、毎 

日新聞仙台支局、読売新聞東北総局、産経新聞社東北総局、日刊 

スポーツ新聞社東北総局、一般財団法人宮城陸上競技協会、ＪＡ 

新みやぎ、くろかわ商工会、黒川森林組合 

６，協  賛   東京エレクトロン宮城株式会社 宮城トヨタ自動車株式会社 

株式会社ジェイコム埼玉・東日本仙台局 

プライムアースＥＶエナジー株式会社 

富士フイルムオプティクス株式会社 株式会社コバヤシ 

日本生命保険相互会社 日進工具株式会社 日本郵便株式会社 

 くろかわ商工会 フクダ電子ファインテック仙台株式会社 

 三徳化学工業株式会社 株式会社ササキ 株式会社タイワ 

株式会社ワイ・デー・ケー グローテック株式会社  

東北岡島工業株式会社 佐々木工務所株式会社  

東洋刃物株式会社 株式会社プラモール精工  

株式会社カルラ 株式会社喜助 株式会社みちのく観光 

ヤマト運輸株式会社 株式会社みらいファームやまと 

ミズノ株式会社 レンゴー株式会社 荒井商事株式会社 

大塚製薬株式会社 

７，協  力   自衛隊宮城地方本部、宮城県大和警察署、黒川消防署 

富谷消防署、富谷市交通指導隊、大和町交通指導隊、黒川医師会 

黒川病院 富谷市シルバー人材センター 

大和町シルバー人材センター、富谷市消防団、大和町消防団 

８，内  容   ハーフマラソンの部 

１０ｋｍの部 

３ｋｍの部 

２ｋｍ親子の部 

 
２，開催概要 
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９，コ ー ス   別紙コース略図参照 ※七ツ森湖（南川ダム）周辺折返し 

・ハーフマラソンの部、１０ｋｍの部 

富谷市総合運動公園スタート 

大和町総合運動公園フィニッシュ 

         ・３ｋｍの部、２ｋｍ親子の部 

           大和町総合運動公園スタート・フィニッシュ 

 

10，制限時間   ハーフマラソン   ３時間（最大） 

         １０ｋｍの部    ９０分 

          ３ｋｍの部    ３０分 

          ２ｋｍ親子の部  ２０分 

 

11，参加人数   １，９９９名 

 

12，式  典   開 会 式  富谷市総合運動公園・大和町総合運動公園 

         表 彰 式  大和町総合運動公園 

 

13，大会日程    ７：００～  選手受付 

          ８：３５   開会式（大和会場） 

          ８：４５   開会式（富谷会場） 

          ８：５０   ２ｋｍ親子の部／スタート 

          ９：００   ハーフマラソンの部／スタート 

          ９：１０   10ｋｍの部／スタート 

          ９：２０   ３ｋｍの部／スタート 

         １１：００～  表彰式 ※部門毎随時開催 

         １３：００   競技終了 
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14，参加申込   ①インターネット・携帯サイトエントリー (ＲＵＮＮＥＴ) 

          ※各部門先着順 

         ②富谷市生涯学習課及び大和町生涯学習課の 

窓口でも申込できます。 

 

15，申込期間   令和４年６月１０日～８月１０日 

 

16，参加料・定員 ※先着順 

種       目 定 員 参加料 

ハーフマラソン 
男子 

１８歳～３９歳 
４０歳～４９歳 
５０歳～５９歳 
６０歳以上 

１，２００名 ４，０００円 

女子 
１８歳～３９歳 
４０歳以上 

１０ｋｍの部 

男子 

２９歳以下 
２９歳～４９歳 
５０歳～５９歳 
６０歳以上 

６００名 ３，０００円 

女子 

２９歳以下 
２９歳～３９歳 
４０歳～４９歳 
５０歳以上 

３ｋｍの部 男女 
小学生（４～６年生） 
中学生 
５０歳以上 

３００名 ２，０００円 

２ｋｍの部 親子 
親子ペア 
※小学生（１～３年生） 

２００組 
（400名） 

２，０００円 

 

17，表彰(各種目毎)  

ハーフマラソン男女  １位から３位まで 賞状・メダル・副賞   

           ４位から８位まで 賞状・副賞 

   １０ｋｍの部男女   １位から３位まで 賞状・メダル・副賞 

              ４位から５位まで 賞状・副賞 

    ３ｋｍの部男女   １位から３位まで 賞状・メダル・副賞 

    ２ｋｍ親子     １位から３位まで 賞状・メダル・副賞 
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18，完 走 賞  ①参加者全員に参加賞 

        ②完走者にＷＥＢ完走証発行 

        ③ハーフマラソンの部男女１位の方を令和５年度仙台国際 

ハーフマラソン大会に派遣（辞退の場合は次点の者） 

        ④参加者全員を対象に抽選（富谷・大和地場産品） 

 

19，競技規則  ２０２２年度日本陸上競技連盟規則並びに本大会要項による 

 

20，参加資格  ①各部門の対象に該当しており、健康な方。 

        ②申込要項の全ての項目に同意する方。 

        ③中学生以下の参加については、保護者の承諾が必要です。 

         

21，制限関門  ハーフマラソンは、コース途中に通過制限関門を設置します。 

        制限時間までに通過できない選手は、交通規制を解除するため、 

        レースの継続は出来ませんので競技役員の指示に従ってください。 

・第１関門 3.8ｋｍ地点 スタートから 50分（AM9:50） 

・第２関門 8.7ｋｍ地点 スタートから 75分（AM10:15） 

        ・第３関門 17.0ｋｍ地点 スタートから 150分（AM11:30） 

 

22，記録計測  記録計測は、ランナーズチップによりグロスタイムで行います。 

        計測用チップは、フィニッシュ後、回収いたします。 

係員の指示がない限り、絶対に取り外さないでください。チップの 

返却がない場合は実費を請求させていただきます。 

 

23，個人情報  個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律および関

連法令等を厳守し個人情報を取扱います。また、大会参加者の皆様

の個人情報はサービス向上を目的とし、次のとおり利用します。 

・エントリー送付 

・大会プログラム・ホームページ・新聞紙上等への氏名・年齢等の 

掲載 

・大会協賛・協力・関係各団体からのサービス提供 
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24，交通機関  富谷市内及び大和町内に指定駐車場を用意しています。駐車場の指 

        定は大会事前にナンバーカード等と併せて郵送します。 

        指定駐車場並びに泉区役所（地下鉄泉中央駅付近）から各スタート 

会場まで無料シャトルバスを運行いたします。運行時間等は後日お 

知らせいたします。 

 

25，注意事項  ①当日の参加はできません。 

②申込者には『ナンバーカードセット（ナンバーカード・ランナー 

ズチップ等）』を事前にお送りいたします。当日、忘れずにお持 

ちください。 

③参加賞はブースにてナンバーカードをご提示いただきお引き渡 

しとなります。 

        ④各種目とも、係員の指示によりスタート地点に集合し、スタート

時にスタート地点にいない場合は失格といたします。コースを走

り、大会関係者の指示に従ってください。緊急車両通行時など、

一時停止を指示された場合はこれに従ってください。 

        ⑥ベビーカー、のぼり、横断幕など走行に支障の出る恐れのあるも 

のについては、コース内への持ち込みを禁止します。 

        ⑦雨天決行いたしますので、年少者には十分配慮し、保護者の判断 

でご参加ください。また、地震・風水害・事件・事故・疾病等、 

主催者の責によらない事由で大会が中止となった場合、参加料に 

ついては、中止までに要した経費等を差し引いた上で返金の有無 

及び金額を決定します。 

        ⑧手荷物預かり所を設置しますが、貴重品は各自で保管ください。

紛失、盗難などの責任は負いません。 

         ハーフマラソン及び１０ｋｍの参加者の手荷物は、スタート会場 

からフィニッシュ会場まで主催者で搬送します。事前送付した手

荷物用ビニール袋に入る物のみとします。 

        ⑨主催者は、競技中に発生した事故については応急処置を除き一切

の責任を負いませんので、参加者は自己の責任において健康を管

理し、あらかじめ医師の診断を受けてください。万一に備え、保

険証（または写し）を必ずご持参ください。 
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