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ハルカス・スカイラン2018開催、心よりお慶び申し上げます。
(株)横森製作所は1951年創業、国内最大の鉄骨階段専門メーカーとして、2014年竣工の日本一
の高さを誇る、あべのハルカスの階段を設計・製造・施工しております。
この度は私たちが作った階段を利用した「2018 Vertical World Circuit 大阪ROUND at あべの
ハルカス」のメインスポンサーとして協賛する栄誉にあずかり、関係の皆様には心より御礼申し
上げます。建物の中でも階段は、あまり注目されることはないかと存じます。しかし建物を造る
際には工事中の安全通路として利用され、完成してからはオフィスで働く方、ショッピングに
来られた方などの移動手段として欠かせないのはもちろん、非常時には多くの方の命を救う、
建物には欠かせない存在であります。
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It is our great privilege to host the 2018 HARUKAS SKYRUN, and we thank all the runners for participating in such an amazing
sport event.
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ゼッケン・計測について

Race Bibs ・ Timing Chips

Our company YOKOMORI MFG.CO., LTD. was founded in 1951 and, as Japan’s largest steel stair manufacturer, we have designed,
manufactured, and constructed the staircase of the country’s tallest building, ABENO HARUKAS, in 2014. It is a great honor for us to be
the main sponsor of 2018 VWC Osaka Round at Abeno Harukas, a truly unique event where the stairs that we’ve built play an important
role. We express our highest appreciation to all the people involved. Although a staircase is something that it is not often paid attention to,
it is nonetheless an indispensable part of the building structure—it is a safety pathway during construction, a walkway for shoppers and
business people after the building’s completion, and a lifesaving structure during emergency. Today, however, our staircase is the star of
the event and not the other way around, and we cannot contain our excitement to be participating in this event with all of you.
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It is also our best wishes that, through the race, musical performances and good food, our steel staircase contribute to the future
development of the city of Osaka as well as to your priceless memories.
4th November 2018
YOKOMORI MFG.CO.,LTD CEO Toshiaki Ariake
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本日は、通常裏方にある階段が主役となり、皆様と一緒にレースに参加できることを楽しみに
しております。本大会は全国からはもとより、世界中から大阪に選手が集まり、総段数1,610段、
ゴールの展望台まで288mの高さを一気に駆け上がるタイムトライアルレースです。日本一高い
ビル「あべのハルカス」と、日本一の階段屋「YOKOMORI」のコラボレーション。その階段を利用
していただき、日本一の階段ランナーを決める為、頂上決戦を繰り広げるということで、選手の方
のご健闘をお祈りすると共に、応援にいらっしゃるご家族の方、ご友人の方、様々な方に楽しんで
いただけますと幸いです。
本日は、マラソンで汗をかき、音楽やダンスなどのパフォーマンスを楽しみ、美味しい物を食べて
飲んで、皆様で楽しんでいただきますことで、私たちの階段が街の発展と、皆様の素晴らしい
思い出に寄与できます事を期待しております。
平成30年11月4日
株式会社横森製作所 代表取締役 有明 利昭

HARUKAS SKYRUN is a time trial race in which runners not only from Japan, but also from around the world gather in Osaka and run up
1,610 steps of stairs to reach the goal, which is located at the observatory, 288 meters above ground. This is a collaboration between
YOKOMORI, Japan’s number one steel stair manufacturer, and ABENO HARUKAS, Japan’s tallest building. We sincerely hope every
runner breaks their personal records and that all the families and friends supporting them have a good time.

昨 年 の エ キ シ ビ ジ ョ ン に 続 き 、世 界 シ リ ー ズ 本 選 の 会 場 と し て 、日 本 一 高 い ビ ル「 あ べ の ハ ル カ ス 」を お 選 び い た だ き 、大 変 光
栄 に 存 じ ま す 。選 手 の 皆 様 に は 、約 1 , 6 0 0 段 の 階 段 を 駆 け 上 が っ た 後 の 達 成 感・爽 快 感 だ け で な く 、展 望 台「 ハ ル カ ス ３ ０ ０ 」か
ら見える壮大な景色もぜひお楽しみいただければ幸いです。

近鉄不動産株式会社

Greeting for all the participants
We are highly honored that the Japan’s tallest building, ABENO HARUKAS, is officially chosen as one of the Vertical World Circuit
following the exhibition race in the last year. For all the participants, please feel the unforgettable achievement after finishing the
race with 1,610 steps, and enjoy watching the beautiful sight from the observation, HARUKAS 300.
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KINTETSU REAL ESTATE CO., Ltd.
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ENTIRE SCHEDULE

ENTIRE MAP

全体スケジュール

全体MAP

てんしば会場
てんしば

■当日スケジュール（予定）※5人1組で30秒ごとに出走します。
番号

9：00 開会式

VWCエリート
男子

1〜15

ブリーフィング
にて完了

で行います

VWCエリート
女子

20〜29

ブリーフィング
にて完了

10:00

12:30
13:00
13:30

11：30 〜12：00
VWCエリート・一般エリート 表彰式
12：00 〜12：30
わかさ生活PR 女子プロ野球
12：30〜13：00
一般ランナー（午前）表彰式
13：00 〜13：30
小・中・高校生 表彰式

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
3

午前 一般男子

100〜579

10:00〜

8：00

■UP FESTA会場
メインステージ
協賛ブース他催し

15：00 〜 学生ダンスパフォーマンス
15：15 〜 YOKOMORI PR
15：30 〜16：00
一般ランナー（午後）
・団体 表彰式
16：00 〜 DJ KOO

16：45〜 SHINGO★西成

午前 一般女子

■給水所兼救護所
17階・25階・40階の
階段室

11：30
12：00

■Finish Area 60F Observatory
■Water & Aid Stations: Staircase rooms at
17F, 25F, 40F

■Headquarter Office
Reception, Locker Room,
Baggage Aid Station
■UP FESTA
Main stage, Sponsor Booths, etc.
(Awarding Ceremony, Entertainment are held here)

8：30

N

8：00〜9：00

10:05〜
9：40

10:10〜

12：30

TEN-SHIBA

600〜739

8：30〜9：30

10：30★

11:05〜

JR Tennoji
Station

13：00

Subway Tennoji Station
高校生 男女
中学生 男女
小学生 男女
小さな結婚式

800〜891

9：00
10：00

11：00

11:30〜

12：20

12:50〜

12：30★

13:00〜

13:00★

13:35〜

13:20

13:50〜

13：00
〜

12:00

80〜92

9:45〜
9：00

ABENO HARUKAS

■フィニッシュ会場
60階 天上回廊

（表彰式・応援イベントを行います。）

9：30〜

13：30

ABENO HARUKAS

ブライダルランナー

Tシャツ

午後 一般男子

1000〜1324

午後 一般女子

2000〜2099

団体の部

3000〜3024

8：00〜

10：00
12：00

Department Store
1Ｆ百貨店
近鉄電車改札前
1F Kintetsu

ABENO
Hoop

15：30
〜

11:30

一般エリート
女子

表彰式

あべのハルカス会場

※ゼッケン引換などはこちらになります。事前に郵送
します「ゼッケン引換ハガキ」をお持ちください。

〜

11:00

30〜74

〜

10:30

10：15 〜 YOKOMORI PR

一般エリート
男子

スタート

■大会本部
大会受付・更衣室・手荷物預かり所・救護所

〜

あべのHoop
オープンエアプラザ

集合

（てんしば会場） （ハルカス会場）（ハルカス会場）（てんしば会場）

〜

9:30

受付

部門

8:30

〜

8:00

9:00

あべのハルカス

Ten-Shiba
(Tennoji Park Entrance Area)

16：00

★スタート前に東急スポーツオアシスによるウォーミングアップステージの実施を
予定しています。(約10分間)
※5人1組30秒ごとにスタートします。(VWCのみ一斉スタート)
※VWC = Vertical World Circuit
※スタートは原則としてゼッケン小さい番号順です。(多少の前後は構いません。
ただし、原則として自分の次のカテゴリーがスタート開始以降の出走はできません。)
※手荷物預所はてんしば会場にあります。
開設時間は8:00~15:30です。(ハルカス会場に手荷物預所はございません)
※ステージや各レースのスケジュールは予告なしに変更になる場合があります。
予めご了承ください。

あべのHoopオープンエアプラザ
ABENO Hoop Open-Air Plaza

■スタート待機場所（ Hoop1階オープンエアプラザ ）
選手のみなさんは、それぞれの
カテゴリータイムテーブルに
従い、スタート待機場所へお集
まりください。

■スタート
階段前にスタートゲート

60階（ 天上回廊 ）まで上がるコース

■Start Line located in front of the staircase on
the 1st floor.
Staircase to 60F Observatory

■Start Area
Please check your race schedule
and race bib,and go to the waiting
area at ABENO Hoop.
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COU R S E M A P

TEN - SHIBA

コース MAP

てんしば MAP

てんしば会場
Ten-Shiba

大会本部＆大会受付
選手集合場所
手荷物預かり所
更衣室
ステージ
協賛ブース
他 催し
Headquarters & Reception Desk
Waiting Area
Baggage Room
Locker Room
Stage
Sponsor Booths
Entertainment, etc.

フィニッシュ 60階 天上回廊
協賛ブース
フィニッシュドリンク 58階 天空庭園

58F 60F

総合受付、更衣室、手荷物預かり所などはてんしばに設けております。

60F Observatory: Finish Area
58F Outdoor Plaza: Water Station
Sponsor booths

男子更衣室

Headquarters, Locker Room, and Baggage Room
are set up in Ten-Shiba.

手荷物
預かり所

Men’s
Locker Room

Baggage Room

17F

25F

FINISH

40F

女子更衣室

⑫
⑪
⑩

Women’s
Locker Room

産直市場よってって

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
スポンサーブース

給水ポイント＆救護所 17・25・40階

←天王寺

17F, 25F, 40F:
Water & Aid Station

動物園
Tennoji
Zoo

トレーナーブース

Sponsor Booths

メインステージ
Main Stage

Trainer Booths

デジタル完走証

バス駐車場

駐
輪
場

大会本部・受付

大型サイン

天王寺駅→

Signage

Tennoji Station

Tully’s
Coffee

ECO

BørneLund Playville
ボーネルンドプレイヴィル 天王寺公園
（子どもの遊び場）

キャプテン翼 スタジアム天王寺（フットサルコート）Captain Tsubasa Stadium

スポンサーブース ①関西東通 ②メディファーム ③わかさ生活 ④Phiten ⑤Jaybird

大会受付
集合場所

↑

Headquarters • Reception Desk

Digital Screen for Race Result

ECO
駐
輪
場

ペットパラダイス DX
（総合ペットサービス）

ソライロキッチン

タリーズ
コーヒー

凡例：

⑥HプラスBライフサイエンス(粉飴) ⑦小さな結婚式 ⑧YOKOMORI ⑨東急スポーツオアシス

Public

ECO

⑩北信ファーム ⑪パンスタークルーズ/韓国観光公社/ライフスタイル・エンジニアリング

トイレ

Rest Room

ECOステーション（ゴミ箱）
Garbage Area

⑫古座川ジビエBBQ

Headquarters
Waiting Area

受付時間
Reception

8:00 ~ 12:00

手荷物預かり時間
Baggage Room

~ 15:30

スタート（1Ｆ百貨店 近鉄電車改札前）

Start Gate (1st floor of F-1 Staircase of Kintetsu Train Station Concourse)
あべのHoopオープンエアプラザより、係員が20名ごとに
お呼びします。準備のできた選手の方から係員の誘導に
従ってスタート位置まで移動してください。
The staff members call every 20 runners from ABENO Hoop
Open Air Plaza. They lead the runners who get ready for
running to the start line.

ハルカススカイラン応援イベント

『UP FESTA』

スタート待機場所(あべのHoopオープンエアプラザ)

Start Area (ABENO Hoop Open-Air Plaza)

てんしば会場より係員の指示に従ってこちらへ来ていただき
ますので、選手のみなさんは、それぞれのカテゴリータイム
テーブルに従い、スタート待機場所へお集まりください。
The staff members lead the runners to here from Ten-Shiba.
Please check your race schedule and race bib,and go to
the waiting area at ABENO Hoop before your start time.
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スタート前
集合場所
Start Area

START

SHINGO☆西成

DJ KOO

森脇健児

（ハルカススカイラン 応援団長） （ハルカススカイラン UPアンバサダー） （ハルカススカイラン ゲストランナー）

2018 Vertical World Circuit 大阪大会 ハルカススカイランを盛り上げるフェス
が「てんしば」で開催！ その名も『UP FESTA』！ 多彩なアーティストやブースなど
で選手のみなさんがより『UP!』できるよう応援していきます！
ぜひともお越しください！

Energize your motivation at the special festival for 2018 Vertical
World Circuit, a.k.a. UP FESTA! A variety of the artists and
entertainment booths boost UP your enthusiasm for the race!
Enjoy the music and entertainment here!

◆樟蔭中学校・上宮高等学校 ダンス部

◆日本女子プロ野球チーム『京都フローラ』

・奥村奈未選手
・小西美加選手
・みなみ選手
etc.

OVE RVI EW & AC C E S S

WHAT’S
VERTICAL WORLD CIRCUIT?

大会概要

VE R T I CA L WOR L D C I RCU I Tとは ?

開 催 日｜2018年11月4日（日）
開催時間｜8 : 00 〜17 : 00（競技時間 9:30〜14:00予定）
開催場所｜あべのハルカス非常階段・てんしば

（表彰式・
『2018 VWC ハルカススカイラン 応援イベント「UP FESTA」』会場など）

参加人数｜・エリートランナーの部 23名
・一般ランナーの部（午前・午後）1,200名
・団体の部 ・小学生/中学生/高校生の部
Date : Sunday, 4 November 2018
Time : 8:00 ~ 17:00 (Estimated Time for Race 9:30 ~ 14:00)
Location : Emergency Staircase of ABENO HARUKAS and Ten-Shiba
(Awarding Ceremony, the supporting event for 2017 VWC HARUKAS SKYRUN, “UP FESTA” etc.)

Participants : ・23 Elite Runners
・1,200 Individual Runners (Morning / Afternoon)
・Team Runners ・Kid & Teen Runners

会 場アクセス
・地下鉄御堂筋線 / 谷町線「天王寺」駅 ・JR「天王寺」駅
・近鉄南大阪線「大阪阿部野橋」駅 ・阪堺電車上町線「天王寺駅前」駅
•
•
•
•

バーティカル・ワールド・サーキットとは、2009年より世界の主要都市の超高層ビルを階段を舞

台に開催されてきた、頂上目指して階段を駆け上がるマラソンレース（バーティカルランニング）

Subway Midosuji or Tanimachi Line: Tennoji Station
JR: Tennoji Station
Kintetsu Railway Minami-Osaka Line: Osaka Abenobashi Station
Hankai Tram: Tennoji-Ekimae station

の世界シリーズ戦。本年度はソウル、パリ、ニューヨーク、マニラ、北京、上海、ロンドン、香港 にて
開催され、本大会の大阪ラウンドは、全９戦中の第７戦に位置付けられ開催いたします。各大会で

N

TEN-SHIBA

JR Tennoji Station

Subway Tennoji Station

の取得ポイントを通年で競い合い、その年のチャンピオンを決定します。

The Vertical World Circuit, the global vertical running race circuit which all the runners climb up
the top of the skyscraper, launched its first race in 2009. The 2018 VWC is held in 9 global
metropolitans, including Seoul, Paris, New York City, Manila, Beijing, Shanghai, London and
Hong Kong. HARUKAS SKYRUN is the seventh race in the 2018 VWC. All the elite athletes
compete each other for the race points throughout the races in order to win the champion at
the grand final.

ABENO HARUKAS

ABENO
Hoop
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O FF I C I A L R U L E
大会ルール
「一般エリートランナーの部」
「 一般ランナーの部」
「 団体の部」
「 小・中・高校生の部」
① 参加者はレース前後に関わらず主催者及び運営側の指示に必ず従ってください。
② スタートは5人一組となります。

③ 著しい遅刻は原則競技失格となりますが、競技進行に支障がない場合に限り、再設定するスタート時刻での出走を認めます。
④ 計測チップをつけて計測を行います。タイムはネットタイムです。
⑤ 杖など突起物のある持ち物の装着は認めません。

⑥ 前方のランナーを追い抜く際はその意志を伝え、左側を追い抜いてください。
⑦ リタイア、体調不良などの場合は近くの係員に伝えてください。

⑧ 競技中、体調の優れないランナーを見かけましたら近くの係員までお知らせください。

⑨ 給水エリアは17階・25階・40階に用意しておりますが、施設の都合上コース外になるためタイムロスが発生します。
計測タイムを重視される方はスタート前にしっかりと給水して挑んでください。

⑩ フィニッシュ（60階）は飲食禁止です。

またコース内も飲食物の持ち込みを禁止しております。
フィニッシュ後の給水は58階で取るようにしてください。

⑪ 1階スタートエリアおよび60階フィニッシュ、以上2カ所での観戦が可能です。

なお、エントリーされていない方は60階フィニッシュへの入場はハルカス展望台チケットの購入が必要です。

（選手のみなさんは、ハルカス展望台チケットをご購入いただかなくても有料エリアへ入場いただけます）

For All the Participants, Please Read Here
① Please follow the organizer and committee’s instruction during, before, and after the race.
② Each group of 5 runners starts the race.

③ The organizer can arrange their start time for the runners who missed their expected start time.
1組（5人）
30秒毎スタート
Groups (5 runners)
start every 30 sec.

However, they cannot make arrangement for those who are too late.
④ A timing chip is programed to measure a runner’s net time.

⑤ A spiky time such as a stick and cane is prohibited at the race.

⑥ If you want to pass runners running in front of you, please tell them before passing. And go to the

left side to overtake them.
⑦ If you wish to give up, or you are in bad condition during the race, tell the staff members who are

最低天井高

1.9m!

一部ポイント頭上注意!

WATCH OUT!
The Lowest Ceiling
at

1.9m

standing on the following floors.
⑧ If you find anyone who needs help during the race, please tell the staff member immediately.

⑨ Although there is a water station on 17F, 25F, 40F, please consider the timing chip is activating

during walking to the station. If you wish to save the time, you’d better drink water before the
race.
⑩ No food or drinking is allowed in the course, staircase, and the finish area on the 60th floor.
(Please use the water station on the 58th floor after finishing the race.)
⑪ For the audience who wish to cheer up runners, please wait for them on 1st and 60th floor.
The purchase of a ticket is available for those who wish to go up to 60th floor.
(The participants can enter into the pay area without payment.)

「一般エリートランナーの部」
「 一般ランナーの部」
「 団体の部」
「 小・中・高校生の部」は
1階から60階（1610段）まで駆け上がり天上回廊にてフィニッシュ
All the participants run up to 60th floor from
the ground floor to finish the race at the observation with 1610 steps.
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RACE BIBS ・
ゼッケン
VWCエリート 男子

VWC Elite Male Athletes

ゼッケン
番号

1~15

・

TIMING CHIPS
計測について
VWCエリート 女子

VWC Elite Female Athletes

ゼッケン
番号

※デザインは
イメージです。

20~29

午前 一般男子

Male Individual Runners - Morning

一般エリート 男子

Semi-Elite Male Runners

ゼッケン
番号

30~74

午前 一般女子

Female Individual Runners - Morning

一般エリート 女子

Semi-Elite Female Runners

ゼッケン
番号

80~92

小・中・高校生 男女
Kid & Teen Runners

参加者は運営側にわかるようしっかりと自身のゼッケンを胸の位置につけてください。
正しい位置につけていない場合、大会記録を測れず、表彰権がなくなる場合がございます。
本大会のゼッケンは各カテゴリーごとに振り分けています。※時間の詳細はP3をご覧ください
チップはゼッケンに付属し、これが走行時間を記録します。
※以下のことにご注意ください
●ゼッケンを上半身にはっきり見えるようつけてください。
●ゼッケンの変更、取り替えはできません。
（ シワなどに気をつけてください）
●ゼッケンは４隅で止めてください。
●ゼッケンはジャケットなどで隠さないでください。
All the participants require putting the race bib on the front torso to clearly show it to the
race official staff.
If failed to show the bib at the right place, they will not receive the correct record time or
awards.
Your race bib number tells your category.

ゼッケン
番号

100~579

午後 一般男子

Male Individual Runners - Afternoon

ゼッケン
番号

600~739

ゼッケン
番号

午後 一般女子

800~891
団体の部

Female Individual Runners - Afternoon

Team Runners

*Please read on page 3 for more information about your start-time group.

A timing chip is attached to your race bib in order to record your race time.
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Please be careful with the followings:
・Show the race bib on the chest clearly.
・There is NO exchange for the race bib (Be careful with wrinkles)
・Pin the four corners of the race bib to the uniform.
・Do not cover the race bib with a jacket.

ゼッケン
番号

1000~1324

ゼッケン
番号

2000~2099

ゼッケン
番号

3000~3024
12

AFTER FIN
フィニ ッシ

ISHING RACE
ュ後の流 れ

6 0 階 天 上 回 廊フィニッシュ → 5 8 階 給水ポイント
60F OBSERVATORY → 58F WATER STATION

選手ルート

フィニッシュライン
FINISH LINE

ゴール後、58階へ
エスカレーターで
下りる

COURSE

TAKE ESCALATOR TO 58F

60F

[ フィニッシュ〜 てんしばへの移動 ]

FINISH ~ TEN-SHIBA

◆ 59Fからエレベーターで16Fへ下ります。

MEASUREMENT &
AID STATION

↓
◆ 16Fからハルカスシャトルで2Fへ
下ります。

フ ィ ニ ッ シ ュ後、各々で5 8 階へ移動してください。
給 水 後 、エ ス カ レ ーターで5 9 階へ上がりエレベーターで1 6 階へ
移動してください。
After crossing the finish line, take an escalator to 58F, and you can use a water station there.
In order to go down to the ground, use an elevator on 59F to 16F.

58F

②

59 F

◆ 58Fで給水後、エスカレーターで59Fへ
移動します。

↓

計測所&救護

③

60F

①

59階へ
エスカレーターで
上がる

TAKE ESCALATOR TO 59F

58F

↓
◆ 2Fにいる係員の指示に従っててんしばへ
移動してください。
・A water station is located on 58F after the race.
Take an escalator to the 59F.

16 F

・Take an elevator from 59F to 16F.
・Take the HARUKAS SHUTTLE from 16F to 2F.
・Follow the staff members’ direction on 2F.
They take you to Ten-Shiba.

ハルカスシャトル

HARUKAS SHUTTLE

⑤
①リザルト速報
②わかさ生活
③DJブース
④Phiten
⑤Finish photospot
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④

チップ回収エリア
Time Chip Collection

2F
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AWARD I N G C E R E M O N Y

AWARDS & PRIZES

表彰式

賞金&賞品

VWC エリートランナー｜VWC Elite Athletes

1
2
3

男子｜MEN

女子｜WOMEN

¥150,000¥70,000¥30,000-

¥150,000¥70,000¥30,000-

一般エリートランナー
表彰式はてんしばメインステージにて各カテゴリー別に行います。
Each category has a different scheduled time for the award ceremony.

● V W C・一 般 エ リ ー ト ラ ン ナ ー の 部

11：30〜12：00

● 一 般 ラ ン ナ ー（ 午 前 ）

12：30〜13：00

VWC Elite Athletes / Semi-Elite Runners
Individual Runners - Moring

● 小・中・高 生 の 部

Kid & Teen Runners

※小学生の部は5・6年生男女、3・4年生男女、
1・2年生男女の各1〜3位を表彰します。

13：00〜13：30

● 一 般 ラ ン ナ ー（ 午 後 ）の 部

15：30〜16：00

●団体の部

15：30〜16：00

Individual Runners - Afternoon
Team Runners

カテゴリー別に上位3名ずつを表彰します。表彰受賞者で式に参加できない方は運営側にお伝えください。

賞品等、別途お渡しさせていただきます。また総合順位や個人タイムに関しては、後日公式HP上でもご覧いただけます。

The three fastest runners and teams in each category are awarded the prize. For those who
cannot attend the awarding ceremony, please let the organizer know immediately.
The organizer gives an award to you later. The organizer updates the individual race record and
the rankings on the website on later days.
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一般ランナー（午前・午後）

Semi-Elite Runners

Individual Runners (Morning / Afternoon)

男子・女子｜MEN・WOMEN

男子・女子｜MEN・WOMEN

【1位】

賞状・副賞・
2018Vertical World Circuit香港大会へ
ご招待
【2位・3位】
賞状・副賞

【1位】

賞状・副賞
【2位・3位】
賞状・副賞

【The Champion】Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize
【2nd, 3rd Winners】Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize

【The Champion】Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize,
Invitation to 2018 Vertical World Circuit Hong Kong
【2nd, 3rd Winners】Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize

小・中・高生の部
Kid & Teen Runners

男子・女子｜MEN・WOMEN
【1位・2位・3位】
賞状・副賞

【Three Winners】Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize

団体の部

Team Runners

【1位】

賞状・副賞

【2位・3位】
賞状・副賞

【The Champion】Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize
【2nd, 3rd Winners】Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize
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CHECK LIST
FO R R A C E D A Y

PLEASE
READ CAREFULLY!

当 日 持 ち 物 リ スト

重 要 項 目 の お さら い
● アクセス

鉄道でお越しの方は、以下の各駅の指定出口からお越しください。

・大阪市営地下鉄御堂筋線「天王寺駅」西改札口
・近鉄南大阪線「大阪阿部野橋駅」西改札口

・大阪市営地下鉄谷町線「天王寺駅」南改札口
・JR「天王寺駅」中央改札口

お車でお越しの方は、本大会指定の駐車場のご用意はございません。公共交通機関でのご来場を推奨いたします。

● スタート時刻

スタート時刻60分前までには、大会受付（てんしば）にてゼッケンチェックを完了してください。
スタート時刻30分前までには、てんしばメインステージ前への集合を完了してください。

● 制限時刻

関門ならびに関門通過制限時刻の設定はありません。しかし、競技全体のスケジュールの終了時刻は12:40を予定しております。
その時刻を超過してのフィニッシュは原則認められません。競技スタッフの指示に従い、競技を終了してください。

● スタート時刻遅刻者への対応

著しい遅刻は原則競技失格となりますが、競技進行に支障がない場合に限り、再設定するスタート時刻での出走を認めます。

● 欠席者への対応

当日の欠席連絡は不要です。

● 飲食喫煙に関する禁止事項

施設管理者の指示に基づき、構内飲食店以外でのご飲食は禁止となります。コース路面保護（転倒誘発要因の排除）に基づき、
コース内での飲食も禁止いたします。なお、設置可能な場所には給水場所を設けています。そちらをご利用ください。
また、構内指定場所以外での喫煙も禁止となります。ご理解ご協力をお願いします。

● 観戦場所

1階スタートエリアおよび60階フィニッシュフロア、以上2カ所での観戦が可能です。

なお、60階フィニッシュフロアへの入場はハルカス展望台チケットの購入が必要です。

●
●
●
●
●
●

ゼッケン引換ハガキ（事前に郵送いたします）
顔写真付きで本人確認ができるもの
（免許証、パスポート等）
保険証
ランニングシューズ & ソックス
ランニングTシャツ & パンツ
タオル

・The exchange ticket for the race bib
(The ticket was sent to you as an E-mail in advance. Please print out.)
・Identification(Driver’s License, Passport, etc.)
・Insurance
・Running Shoes & Socks
・Running Shirt & Pants
・Towel
17

ACCESS
Please use the following exits if you take the train to the race.
“Tennoji Station” on Midosuji line of Municipal Subway: WEST GATE “Tennoji Station” on Tanimachi line of Municipal Subway Subway: SOUTH GATE
“Osaka Abenobashi Station” on Minami Osaka line of Kintetsu Railway: WEST GATE “Tennoji Station” on Loop line of JR: CENTRAL GATE
No parking lot on the race day! Please use the public transportation.
START TIME
Please complete the registration at the reception desk in Ten-Shiba ntil 60 MIN before the your race time, and double-check your race
bib. Please go to the waiting area in front of the stage of Ten-Shiba until 30 MIN before your race time.
TIME LIMIT
We do not set up any time limit for the start gate and check points. However, the race is expected to end at 12:40. No runner is
allowed to finish the race later than 12:40. Please follow the staff members direction immediately.
IF YOU MISS YOUR START TIME…
We will allow you to start running with rescheduled start time unless your lateness are too late for the race.
IF YOU DO NOT COME TO THE RACE…
You do not need to inform us of your absence.
NO FOOD AND SMOKING
NO FOOD and SMOKING is allowed in the building except eating at food courts. For the safety purpose during the race, NO FOOD is
allowed within the race. We set up water supply areas at the race if you need drink water during the race. NO SMOKING is allowed
within the whole building, except smoking areas.
WATCHING SPOT
Watching spots are set up on the starting post on 1F and the finish floor on 60F.
The purchase of a ticket is required to go up to the observatory on 60F.
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T E RMS & C O N D I T I O N S

PRIVACY POLI CY

注意事項

プ ライバ シ ー ポリシ ー

●荒天、自然災害や予期せぬ事態、競技中の事故の発生等により、大会を中断する場合があります。
●飲酒をしての参加はお断りしております。また、車を運転される方の飲酒は固く禁止します。
●大会本部の看護師は、大会会場内での応急処置のみ対応します。

また、補償に関しても主催者が加入する保険の範囲内でのみ対応させていただきます。

●当日の体調管理には十分注意してください。特に脱水症状には注意し、
こまめな水分補給を心掛けてください。
身体に異常を感じましたら、勇気をもって出場を取りやめてください。
●貴重品は参加者ご本人で管理をお願いします。会場内での事故や貴重品の盗難・紛失の責任を負いかねます。
●ゴミ袋を持参のうえ、ゴミは各自でお持ち帰りください。
●その他主催者が定めた大会ルール、運営上の注意などを遵守し指示に従ってください。
●大会出場中の映像・写真・記事・記録など、テレビ・新聞・雑誌・インターネットなどへの
掲載権は主催者に属します。

01. HARUKAS SKYRUNの運営側はエントリー時に参加者の名前、
国籍、
メールアドレス、
生年月日、
性別、
電話番号、
ファックス番号、住所など、個人情報を回収します。
エントリーを行う際に、参加者の許可があるという条件で、
運営側は個人情報をスポーツのプロモーション目的のために使うことがあります。

02. 同じく、許可があるという条件のもと、運営側は個人情報を回収し、別の機関（すなわち、
レースにおいて、運営側

と関わるエージェント、
事務、
テレビ、
WEBサイトなど）
と共にその他プロモーションの目的で使用することがあります。

01. The organizer of HARUKAS SKYRUN will collect the personal information such as a participant's
name, nationality, E-mail address, birthday, phone number, fax number, home address, etc., as
the participant registers the race. As the participant completes the registration, the organizer
may use the personal information for promotional purposes.
02. On the same acceptance of the terms and condition of the race, the organizer may share those
collected information with another organization related to the race including agents, related to the
organizer, administrative companies, multimedia, internet service providers etc., for promotional
purposes.

●The event may be cancelled due to natural disasters, unexpected accidents during the event, etc.
●NO ALCOHOL is allowed for the race. Drinking and driving is prohibited.
● The medical staff at the head office can provide the first-aid during the race. The organizer

has the limited insurance coverage for possible damages, but it cannot cover them if the
damages exceed the limit on the insurance coverage.

● Please maintain your health condition. Drink water frequently to avoid dehydration. If you feel

something wrong with your condition, we highly recommend you to stop the race.

● Please keep your private properties in your hands. The organizer cannot take any

responsibility of accidents, damages, diseases, losses of your properties, thefts, etc.

●Please take your own garbage home with you.
● All the participants must follow the organizer’s instruction, including race staff, medical team,

and security members, during, before and after the race.

● The organizer will have the copyright to pictures, videos, and records for the promotional

purpose.
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TIPS & ETIQUETTES
FOR TOWER - RUNNING

ELITE ATHLETE START LIST

階 段 マ ラソ ン マ ナ ー & アド バ イス

VWCエリートランナー紹介
ピーター・ロボジンスキー（ポーランド）

●階段マラソンのマナー｜Etiquettes for Tower - Running
・ 他のランナーを気遣ってください。

・ 最短ルートでもある手すり側で走ってください。

・ 他の選手の邪魔になるので並列（横並び）で走らないでください。

ヴァーティカルワールドサーキット（ V W C ）総 合 優 勝 連 覇を誇る国 際 階 段マラソンの最 速のランナー 。
ハルカススカイラン連 続 優 勝 防 衛 戦のため今 年の大 会に参 戦 。
ハルカススカイランベストレコード（ 8：3 4 ）ホルダー 。
＜近年の成績＞
2016、2017 ハルカススカイラン VWCエリートランナーの部 優勝
2016 VWC年間総合ランキング1位
2017 VWC年間総合ランキング1位
2018 VWC年間総合ランキング1位 ※上海大会終了時点

・ 前の選手を追い抜く際は、その意志を伝えてください。

マーク・ボーン（オーストラリア）

・ Please look around and be gentle for other runners.

V W C 優 勝 記 録 保 持 者ピーターを競い合い続ける良きライバル。
去 年は2 位となるも、ハルカススカイランの最 速 頂 上 突 破を目指し今 年の大 会に参 戦 。

・ Climb up at a banister side for safety and a short route.

・ Make sure the route is clear for other runners. Do not run in parallel.
・ Please let other runners know if you wish to pass through them.

＜近年の成績＞

2016 VWC年間総合ランキング2位
2017 VWC年間総合ランキング2位
2018VWC 北京

エリートランナーの部

男子優勝

渡辺 良治（日本）

●階段マラソンのアドバイス｜Tips for Tower - Running

・ 本コースの参考タイム [ エリートランナー 約10分 ]
[ 一般ランナー 約20分（徒歩で約30分）]

・ ２段飛ばしを試してみてください。
しかし早く登れる分、体力を使います。
もし続けることが難しければ３階ごとに２段飛ばしの練習をしてみましょう。
・ 勢いを増すために手すりを上手く活用しましょう。
・ 疲労が溜まった時は足を休めることも必要です。

第 一 回ハルカススカイランにて階 段 垂 直マラソン初 参 加 、その後 V W Cエリート選 手として、全力姿 勢
の走りこみとゴ ールまで全力疾 走 、走りきりスタイルで国 際 大 会でも大 躍 進中! !
目標の階 段 王を目指し今 年こそ表 彰 台のてっぺんへ! !
＜近 年の成 績＞

2017ハルカススカイラン
2018 VWC マニラ
2018 VWC 北京

エリートランナーの部

エリートランナーの部

エリートランナーの部

吉住 友里（日本）
第 一 回ハルカススカイラン初 参 加 、初 優 勝の輝 かしい 階 段マラソンデビューを果たし、さらに前 大 会
連 続 優 勝 。 大 阪の頂 点を一 歩もゆずらない走りはまさに敵 知らず 。
今 年もあべのハルカスの頂 上を誰よりも早く駆け上がる！
＜近年の成績＞

2016ハルカススカイラン

エリートランナーの部

女子優勝

2017ハルカススカイラン

エリートランナーの部

女子優勝

2017ソウルロッテタワーワールドタワースカイラン

・ Estimated running time [Elite Athletes around 10 min]
[Individual Runners around 20 min (30min for walk)]

イオナ・ウィハ（ポーランド）

・ Use banisters efficiently.

・ You may also take a short rest at training.

・ Stoop slightly during running. Make sure your breath is stable and constant.

エリート女子2位

昨 年ハルカススカイランより2 0 1 7 V W C 初 参 加にも関わらず 第 2 位の好 成 績で完 走 。
V W C 王 者ピーターの同 国 選 手として共に参 加 。吉 住 選 手の好 敵 手となるべく今 大 会も参 戦 。
＜近年の成績＞

2017 ハルカススカイラン

エリートランナーの部

女子2位

ラウラ・マンニネン（フィンランド）
V W C 国 際 連 合より推 薦されたフィンランド出身アスリート。
前 年イオナ選 手同様 、今 大 会よりV W C 初 参 加 。
前 情 報のない彼 女の走りは今 大 会のダ ークホース！？
＜近年の成績＞

2016 NYC インドアマラソン 女子の部
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男子優勝

・ 少し前かがみになって走ることも有効です。息を整えることを心がけてください。

・ Run up two stairs is a challenging technique in training.
it takes a lot of stamina.
If running up two steps technique is difficult for the training, the combination of
running up single step and double steps is effective for a practice.

男子3位

男子2位

優勝

※大会記録更新
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11月 4 日（
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人 と 出 会 い 続 け る「 M E E T ＋ I N G 」の 姿 勢 で 、
新 し い「 価 値 」を つ く る こ と を ミ ッ シ ョ ン に し て い ま す 。

当日の配信サイト
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定点カメラ
ポイント

OSAKA

23

MEETING Inc.

〒550-0003
大阪府大阪市西区京町堀1丁目8-33京町堀スクエア2F
TEL.06-6450-8868

TOKYO

〒107-0062
東京都港区南青山6丁目1-6パレス青山505
TEL.03-6884-0117

CITY LIGHT FANTASIA by NAKED
- ANNIVERSARY11/16（金）〜

窓面に投影したプロジェクションマッピングと
夜景が融合する
「NAKED」
による夜景イベント!!
イベント５年目を迎える今年は“ANNIVERSARY”
をテーマに過去最大の規模で開催し、
床、窓面、
柱、壁など展望台の空間全体を使って没入型の
幻想的な世界を創出します。

[上映時間] 11/16（金）〜2019/3/31（日）

ホームページ

http://www.abenoharukas-300.jp/observatory/

【ホームページ[ご予約はこちら]】
http://www.friendlyhostel.osaka/

We have website written

in English, Chinese and Korean.
Please make

reservation from our website.

天王寺・阿部野橋ターミナルから徒歩すぐの好立地にある、ドミトリー（相部屋）形式のゲストハウスです。緑あふれる天王寺公園の敷地内に
あり、”日本一高いビル”あべのハルカスのほか、新世界、通天閣など人気の観光地からも徒歩圏内です。
Conveniently located just a short walk from major transportation hubs such as Tennoji Station and Osaka-Abenobashi Station,
Kintetsu Friendly Hostel oﬀers accommodations and a friendly welcome to guests from around the world. From the hostel, located
nearby lush Tennoji Park, you can walk to Japanʼs tallest building, ABENO HARUKAS; the downtown area Shinsekai; Tsutenkaku
Tower and many other destinations that are popular among tourists.

2018 Vertical World Circuit in OSAKA
「HARUKAS SKYRUN」
〈STAFF〉

辻井 洋
薮下 太
酒見 雄一郎
阪田 歩
熊谷 岬
大塚 らいぞう
佐野 哲弘
稲場 悠佑
和田 真理
森保 和敏
山口 佑時
安井 早紀

西田 "haLu" 大介
國枝 太知
川西 一輝
村井 博幸
若槻 雅継
西村卓也
堂後逸代
松園正人
木下博司
大阪芸術大学 学生の皆さん
森ノ宮医療大学 学生の皆さん
大阪市ボランティアスタッフの皆さん
〈ゲストランナー〉

森脇健児

〈応援団長〉

SHINGO★西成

（大会テーマソング担当）
〈ハルカススカイラン UP アンバサダー >

DJ KOO（TRF）
〈出 演〉

樟蔭中学校 ダンス部
上宮高等学校 ダンス部
DJ YOKU
Matsumoto Hisataakaa（Vinyl7）
PARK JAM CREW
〈M C〉

ケチャップ
DJ TANE
PANCHO
〈計測システム〉

MATRIX

〈大会公式映像担当〉

東通インフィニティー
〈スペシャルサンクス〉

三村 恵三
山本 忠
森田 俊介
脇 和美
中村俊一

〈アシスタントプロデューサー〉

井上 雅胤

〈総合プロデューサー〉

奥野 晋一郎

