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ハルカススカイラン2019開催を心よりお慶び申し上げます。
私たち(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です。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。昨年に続き、
「2019
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。
私たちの階段は数多くの建築物に使われておりますが、中でもあべのハルカスには1,610段の避
難階段を備え付けました。階段といえば、建物の中でも注目されることが少ない存在です。しかし
実は建物を造る際には工事中の安全通路として利用されていることをご存知でしょうか。完成し
てからはオフィスで働く方や買い物に来られた方などの移動手段として利用されるのはもちろ
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もあります。
そんな階段をコースに使った本大会に、全国からはもとより、世界中から大阪に選手が集まり、本
日は皆様と一緒に私たちの階段が主役となれるレースが開催されます。私たちは階段メーカーと
して、ただ階段を提供するだけではなく、皆様の健康促進や、ここ大阪がもっと盛り上がり、皆様
の笑顔や思い出を作るお手伝いができればと存じております。
本日、大会に出られる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。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が、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。
2019年11月10日
株式会社横森製作所 代表取締役 有明 利昭
It is our immense pleasure to sponsor the 2019 HARUKAS SKYRUN.
Founded in 1951, YOKOMORI MFG.CO.,LTD. is Japan’s largest staircase manufacturer. We designed,manufactured and
constructed the staircase of ABENO HARUKAS, the tallest skyscraper in Japan,completed in 2014. It is a great honor for us to
be the main sponsor of “2019 Vertical World Circuit Osaka ROUND at ABENO HARUKAS” for the second year running, and we
would like to express our sincere gratitude to everyone involved.
Our staircases are installed in a great number of buildings, and ABENO HARUKAS is equipped with 1,610 steps of emergency
stairs. Its utility is, however, often overlooked. For instance, not a lot of people know that staircases are used as safety
passages during a building’s construction period, and that once completed it will not only be used as a means of mobility for
those who work in the office and those who come to shop, but also be an indispensable presence of a building that will save
countless lives during an emergency.
Today, runners from all over Japan as well as the world will gather in Osaka to compete in a race where our staircase will play
the most important role. As a staircase manufacturer, not only do we want to simply provide our products, but also hope that
we can help make Osaka a more exciting city and create an experience of healthy exercise, laughs and good memories
through this event. It is our sincere wish that all the runners participating in the race today do their best to win, and that the
families, friends and others who came here to cheer and support them have a great time. We hope that the collaboration
between ABENO HARUKAS, the tallest building in Japan, and YOKOMORI, the No.1 staircase manufacturer in Japan, will
contribute to everyone having a memorable experience.
10 November 2019
YOKOMORI MGF.CO.,LTD. Toshiaki Ariake
President

会場提供にあたって

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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EN T I RE SCH ED U L E

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）※3〜5名ずつ20秒間隔でスタートします。

13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
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12：00 〜12：30
VWCエリート・一般エリート 表彰式

チームの部

1001〜

午前 一般男子
2001〜
13：00 〜13：20
チーム・一般（午前）表彰式
13：20〜 YOKOMORI PR

14：00 〜14：25
小・中・高校生・ペア 表彰式

午前 一般女子

高中小 男女

ペアの部

15：00 〜 ダンスパフォーマンス
15：15〜
SHINGO★西成 + DJ FUKU
and more

午後 一般女子

〜

9：00 〜10：00

9：00
10：30

10：00〜

10：30〜

11：00 〜12：00

12：00〜

5001〜

N

12：00
10:20
一斉

11：00
12：30

TEN-SHIBA

10:25
一斉

11：30〜

午後 一般男子
14：45 〜 14：55
一般（午後）表彰式

9：20

3001〜 10：30 〜11：30

4001〜

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

■UP FESTA
Main stage, Sponsor Booths, etc.
(Awarding Ceremony, Entertainment are held here)

10:10
一斉

12：30〜

10：30
10：53
11：00

13：00

ABENO HARUKAS

11：47

12：21
12：30

ABENO
Hoop
14：00

12：40

あべのHoopオープンエアプラザ

13：00

■スタート待機場所（ Hoop1階オープンエアプラザ ）

13：18

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

12：00

ABENO Hoop Open-Air Plaza

14：45

※エリート以外のカテゴリーは、一斉スタートではありません。
3〜5名ずつ20秒間隔でスタートします。
※スタートは原則としてゼッケン番号の小さい順です。多少の前後は問題ありません
が、自分の次のカテゴリーのスタート開始以降の出走はできません。
※受付・更衣室・手荷物預所はてんしば会場にあります。
これらの機能は、ハルカス会場にはございません。

JR Tennoji
Station

Subway Tennoji Station

〜

一般エリート
女子

9：00

〜

12:30

一般エリート
男子

〜

12:00

■給水所兼救護所
17階・25階・40階の
階段室

■Headquarter Office
Reception, Locker Room,
Baggage Aid Station

前日実施

9：30
開会式

101〜

11:30

表彰式

10:00
一斉
1〜

10：45 〜 YOKOMORI PR

スタート

ABENO HARUKAS

■フィニッシュ会場
60階 天上回廊

■UP FESTA会場
メインステージ
協賛ブース他催し

（表彰式・応援イベントを行います。）

VWCエリート
男子
VWCエリート
女子

10:30

集合

（ハルカス会場）（ハルカス会場）（てんしば会場）

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。

〜

10:00

受付

（てんしば会場）

■大会本部
大会受付・更衣室・手荷物預かり所・救護所

〜

9：30〜 配信（開会式）

ゼッケン

〜

カテゴリー

9:30

〜

9:00

11:00

あべのハルカス

Ten-Shiba
(Tennoji Park Entrance Area)

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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CO U RSE M A P

TEN - SHI BA

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

手荷物
預かり所

Men’s
Locker Room

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

Baggage Room

女子更衣室
Women’s
Locker Room

17F

25F

FINISH

40F

①

② ③

④

⑤ ⑥

産直市場よってって

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

スポンサーブース

給水ポイント＆救護所 17・25・40階

バス駐車場

駐
輪
場

大会本部・受付

Sponsor Booths

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

↑

Headquarters • Reception Desk

メインステージ

←天王寺

大型サイン

Main Stage

動物園

天王寺駅→

Signage

Tennoji Station

Tennoji
Zoo

ECO
駐
輪
場

大会受付
集合場所

スポンサーブース : ①レッドブルカー
凡例

Headquarters
Waiting Area

スタート（1Ｆ百貨店 近鉄電車改札前）

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.

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)

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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Public ：

受付時間
Reception

Start Gate (1st floor of F-1 Staircase of Kintetsu Train Station Concourse)

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。

BørneLund Playville

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

スタート前
集合場所
Start Area

START

トイレ

Rest Room

②関西東通

ECO

③新田ゼラチン

ECO

ボーネルンドプレイヴィル 天王寺公園
（子どもの遊び場）

④横森製作所

⑤アミューズ

タリーズ
コーヒー

⑥北信ファーム

ECOステーション（ゴミ箱）Garbage Area

8:00 ~ 12:00

手荷物預かり時間
Baggage Room

Tully’s
Coffee

~ 15:30

OVERVI EW & AC C E S S

WHAT’S
VERTICAL WORLD CIRCUIT?

大会概要

VE R T I CA L WO R L D C I RCU I Tとは ?

開 催 日｜2019年11月10日（日）
開催時間｜8 : 00 〜17 : 00（競技時間 9:00〜14:00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｜・VWCエリートの部
・一般エリートの部 9名
・一般の部（午前・午後）875名
・チームの部 71チーム
・小学生/中学生/高校生の部 179名 ・ペアの部 41組
Date : Sunday, 10 November 2019
Time : 8:00 ~ 17:00 (Estimated Time for Race 9:00 ~ 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 : ・VWC Elite Runners ・9 National elite Runners
・875 Individual Runners(Morning / Afternoon) ・71 Team Runners
・179 Kid & Teen Runners ・41 Pair 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
•
•
•
•

2009年より世界の主要都市の超高層ビルの階段を舞台に開催されてきたマラソンレース「バー

ティカルランニング」の世界シリーズ戦『バーティカル・ワールド・サーキット』。

本年度はソウル、ミラノ、ホーチミン、パリ、ニューヨーク、ロンドン、北京、上海、
ドバイ、香港にて

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

開催されています。本大会『ハルカススカイラン2019』は、全11戦中の第10戦目に位置付けら

れています。各位大会で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。

N

TEN-SHIBA

JR Tennoji Station

The Vertical World Circuit, a World Series game of the vertical running race using the stairs of
major cities’ skyscrapers around the world, has been held since 2009.
This year, the circuit climbs up Seoul, Milan, Ho Chi Minh, Paris, New York, London, Beijing,
Shanghai, Dubai and Hong Kong. 2019 HARUKAS SKYRUN is positioned as the 10th round of
all 11 races. Elite athletes compete for the points earned at the tournament throughout the year
and are determined the grand champion of the year.

Subway Tennoji Station

ABENO HARUKAS

ABENO
Hoop
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2 0 1 9 V e r t i c a l W o r l d C i r c u i t は 香 港で続く社 会 情 勢に伴う大 会 への 安 全 性を考 慮し、開 催 予 定であった香 港
ROUNDは中止となりました。
それに伴いハルカススカイランが今シーズンのグランドフィナーレとしての開 催が決 定 。 今 年のハルカススカイランの
レースポイントは香港大会でのボーナスポイント制が適用となり50％追加され、さらにサーキット年間総合チャンピオン
には約150万円賞金が授与されます。
The 2019 Vertical World Circuit decided to cancel the Hong Kong ROUND in consideration of the safety of the
tournament due to the continuing social situation in Hong Kong.
For the reason, HARUKAS SKYRUN is scheduled to be a grand finale this season. 2019 HARUKAS SKYRUN’s race
points will be increased by 50% in order to apply the bonus points system at the Hong Kong race.
In addition, approximately 1.5 million yen will be awarded to the circuit overall champion.
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O FFI CI A L R U L E

Finisher’s Certificate

大会ルール

デジタル完走証 発行の仕方

「一般エリートの部」
「 チームの部」
「 一般（AM・PM）の部」
「小・中・高校生の部」
「 ペアの部」

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4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。

ハルカススカイラン完走証はネット上で発行し、PDFファイルで配信するシステムになります。

下記QRコードよりアクセスし検索コードにゼッケン番号入力すればあなたのデジタル完走証が
発行されます。

The Finisher’s Certificate will be issued online and distributed as a PDF file.
As soon as you scan the QR code below and enter your bib number in the search box, your
digital completion certificate will be issued.

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。

〈STEP1〉
QRコードにアクセス
Scan the QR code

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 4 runners starts the race.

③ The organizer can arrange their start time for the runners who missed their expected start time.
1組（4人）
20秒毎スタート
Groups (4 runners)
start every 20 sec.

!
最低天井高

1.9m!

一部ポイント頭上注意!

WATCH OUT!
The Lowest Ceiling
at

9

1.9m

101

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

ハルカス太郎

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

101

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

15 :15

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.)

〈STEP2〉
完走証発行ページにゼッケン番号を入力

〈STEP3〉
デジタル完走証をダウンロード

Enter your bib number

You can download the Certificate
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RACE BIBS ・
ゼッケン
VWCエリート 男子・女子
VWC Elite Runners

ゼッケン
番号

1~

・

TIMING CHIPS
計測について
一般エリート 男子・女子
National elite Runners

ゼッケン
番号

※デザインは
イメージです。

101~

一般の部（午前）

Individual Runners (Morning)

チームの部

Team Runners

ゼッケン
番号

1001~

小・中・高の部

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。

ゼッケン
番号

2001~

ペアの部

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.

Pair Runners

ゼッケン
番号

3001~

一般の部（午後）

Individual Runners (Afternoon)

*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

4001~

ゼッケン
番号

5001~
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AFTER FINI
フィニ ッシ

SHING 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.

チップ回収エリア

①フィニッシュドリンク
②DJブース
③Finish photospot
救護スペース
④リザルト速報
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③

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.

Time Chip Collection

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

58F

60F

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

①

ハルカスシャトル

HARUKAS SHUTTLE

④

59階へ
エスカレーターで
上がる

TAKE ESCALATOR TO 59F

2F
14

AWAR D I N G CE 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

¥300,000¥150,000¥70,000-

¥300,000¥150,000¥70,000-

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
VWC Elite Athletes / Semi-Elite Runners

12：00〜12：30

● チ ー ム の 部・一 般 ラ ン ナ ー（ 午 前 ）

13：00〜13：20

● 小・中・高 生 の 部・ペ ア の 部

14：00〜14：25

Team Runners / Individual Runners - Moring
※小学生の部は5・6年生男女、3・4年生男女、
Kid & Teen Runners / Pair Runners 1・2年生男女の各1〜3位を表彰します。

● 一 般 ラ ン ナ ー（ 午 後 ）の 部
Individual Runners - Afternoon

14：45〜14：55

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。

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・2位・3位】

【1位・2位・3位】

【Three Winners】
Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize

【Three Winners】
Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize

賞状・副賞

小・中・高生の部

賞状・副賞

チームの部・ペアの部

Kid & Teen Runners

Team Runners / Pair Runners

男子・女子｜MEN・WOMEN

【1位・2位・3位】

【1位・2位・3位】
賞状・副賞

賞状・副賞

【Three Winners】
Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize

【Three Winners】
Honorary certiﬁcate, Supplementary Prize

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.
15
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CH E CK L I S T
FO R RA CE 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。

● スタート時刻遅刻者への対応

自分の次のカテゴリーのスタート開始以降は出走できません。

● 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。

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

●
●
●
●
●
●

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, etc.)
・Insurance
・Running Shoes & Socks
・Running Shirt & Pants
・Towel
17

“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.
IF YOU MISS YOUR START TIME…
If you are late for your race time, you can still run until your category ends.
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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TERM S & CO N D I T I O N S

PR IVACY 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 VERTICAL - 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 Vertical - Running
・ 他のランナーを気遣ってください。

バーティカルワールドサーキット(VWC)総合優勝連覇を誇る国際階段マラソンの最速スカイランナー。
ハルカススカイラン連 続 優 勝 防 衛 戦をかけて今 年 度も参 戦 ! !
ハルカススカイランベストレコード（ 8：3 4 ）ホルダー 。

・ 最短ルートでもある手すり側で走ってください。

＜近年の成績＞
2016、2017、2018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

・ 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。
ハルカススカイランの最 速 頂 上 突 破を目指し来日参 戦 。

・ 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。

・ 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
2018 VWC 北京 エリートランナーの部 男子優勝
2019 VWC 上海 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 Vertical - 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。

日本の階段垂直マラソンパイオニア。まだまだ成長過程の遅咲きルーキー!! 全力姿勢の走りこみとゴール
で 全 力 疾 走 スタイルは 渡 辺 の 代 名 詞 。 今シ ー ズンニューヨ ー ク、ロンドン 、北 京 大 会 すでに３勝 ! !
本 人 の 夢 である真 の「 階 段 王 」目 指し今 年こそ 表 彰 台 のてっぺんへ ! !
＜近年の成績＞

2017 VWC年間総合ランキング3位、2018 VWC年間総合ランキング3位

2019 VWC ロンドン、ニューヨーク、北京大会 エリートランナーの部 優勝

吉住 友里（日本）
階 段 、山 岳 両 方のフィールドで世 界トップレベルのハイブリッドスカイランナー 。
第 一 回ハルカススカイランから女 子カテゴリ３連 覇 中で無 類の強さを誇る。
大 阪の頂 点を一 歩もゆずらない走りはまさに女 王 相 撲 。４連 覇目指し今 年も駆けあがる! !
＜近年の成績＞

2016、2017、2018 ハルカススカイラン エリートランナーの部 女子優勝

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

・ 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.
・ Use banisters efficiently.

・ You may also take a short rest at training.

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

立石 ゆうこ（日本）
吉 住 選 手とおなじく階 段でも山 岳でも強さを誇るスカイランナー 。 現 在 世 界ランキング３位 に位 置
しており※ 今 大 会の結 果 次 第で年 間 世 界ランキング 上 位の可 能 性 大 。
さらなる飛 躍のハルカスとなるか ! ? ※北京大会終了時点
＜近年の成績＞

2018 長谷川恒男CUP ３位、2018 Skyrunning Ultra日本選手権 優勝
2018 Vertical World Circuit 世界ランキング３位

ラウラ・マンニネン（フィンランド）
年 間 世 界ランキング１位 ※ のフィンランド出身スカイランナー 。
昨 年のハルカスカイランにも参 加し表 彰 台を獲 得 。 今 年はニューヨーク大 会も制 覇 。
国 内 勢の最 大のライバルとして要 注目スカイランナー 。※北京大会終了時点
＜近年の成績＞

2018 ハルカススカイラン VWCエリートランナーの部 ２位
2019 VWC ニューヨーク大会 優勝

21

22

UPFE ST A / U p p e r s
UPFESTA / Uppers
ハルカススカイラン応援団長 SHINGO★西成のバックDJでもおなじみ
のDJ FUKUが、5月にリリースしたアルバム
「スタメン」からの曲をメイン
に構成したスペシャルライブ!! シークレットゲストも登場予定！
SHINGO ★ Nishinari's back disk jockey, DJ FUKU, performs a special live mainly composed of
songs from the album "Stamen," released in May! Secret guests will also appear.
高校生のトップレベルの
ダンスショーは見ごたえ抜群！

SHINGO★西成+DJ FUKU

茂千代

HI-KING TAKASE

NG HEAD

歩歩

初芝立命館高等学校 ダンス部

大阪府立柴島高校 ダンス部

「より高みを目指せして日本一を駆けあがれ」がコンセプトの”ハルカス
スカイランアッパーズ”発足。東京2020オリンピック飛び込み競技日本
代表の寺内 健さんをリーダーに迎え6名が挑戦します!

HARUKAS SKYRUN UPPERS forms a team based on the concept, “For higher and higher, we
run up Japan's greatest height!” Six team members including the leader Ken Terauchi, Tokyo
2020 Olympics competitive diving athlete, challenges the race!
ハルカススカイランアッパーズ リーダー
東京2020オリンピック 飛び込み競技 日本代表

寺内 健

・ユウシテッセン山本氏(お笑い芸人)
・柚月 歩氏( ポールダンサー )
・成耳（ラッパー）
・岩﨑真吾（会社員）
・那須睦美（大阪海さくら代表）
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日本の超高層ビル

日 本 の超高 層 ビ ル の
８ 割 に 採 用 さ れ て い る 実績 。

は
所
作
製
横森

当社シェア※

「階段屋」という独自の道を歩み続けてきたヨコモリ。

約

200メートルを超える日本の高層ビルの約 8 割 ※ に採用いただいている実績は、皆さまからの厚い信頼の証です。
取付け精度、審美性、安全性などを高い次元で満たすための私たちの取り組みは、高層ビルだけでなく、街をかたち

に
N
U
R
Y
K
S
S
A
K
U
HAR
なさまを

80

%

作るさまざまな建築物を支えています。
※当社調べ（2019 年 3 月現在）

300m

み
る
す
戦
挑
す
ま
し
援
応

200m

六本木ヒルズ 森タワー

NTTドコモ代々木ビル

虎ノ門ヒルズ 森タワー

横浜ランドマークタワー

あべのハルカス

東京都庁第一本庁舎

モード学園コクーンタワー

JRセントラルタワーズ

2003年/238m

1997年/239m

2014年/255m

1993年/296m

2014年/300m

1991年/243m

2008年/203m

2000年/245m

日 本 の 超 高 層 ビ ル T O P 5 0の う ち 、 45 に ヨ コ モ リ の 階 段 が 採 用 さ れ て い ま す 。
日本超高層ビルランキング（2019 年 3 月現在）

横森製作所サポート選手

渡辺良治

2017, 2018 Vertical World Circuit
世界ランキング 3 位
2019 Vertical World Circuit
ロンドン / 北京 / ニューヨーク大会 優勝

1

あべのハルカス

18 新宿センタービル

35 クロスタワー大阪ベイ

2

横浜ランドマークタワー

19 聖路加タワー

36 オーク1番街（ベイタワー）

3

りんくうゲートタワービル

20 JRゲートタワー

37 損保ジャパン日本興亜本社ビル

4

大阪府咲洲庁舎 さきしまコスモタワー

21 泉ガーデンタワー

38 JPタワー

5

虎ノ門ヒルズ 森タワー

22 汐留シティセンター

39 読売新聞東京本社ビル

6

ミッドタウン・タワー

23 電通本社ビル

40 大手町タワー

7

豊田・毎日ビルディング ミッドランドスクエア

24 アクトタワー

41 中之島フェスティバルタワー・ウエスト（西地区）

8

JRセントラルタワーズ オフィスタワー

25 新宿住友ビルディング

42 中之島フェスティバルタワー（東地区）

9

東京都庁第一本庁舎

26 新宿野村ビルディング

43 新丸の内ビルディング

10 NTTドコモ代々木ビル

27 The Kitahama

44 ビッグフロントひろしま（シティタワー広島）

11 サンシャイン60

28 ザ・パークハウス西新宿タワー60

45 日本テレビタワー

12 六本木ヒルズ 森タワー

29 アークヒルズ 仙石山森タワー

46 JPタワー名古屋

13 新宿パークタワー

30 赤坂インターシティAIR

47 関電ビルディング

14 東京オペラシティ

31 グラントウキョウ サウスタワー

48 住友不動産新宿グランドタワー

15 住友不動産六本木グランドタワー

32 グラントウキョウ ノースタワー

49 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX

16 JRセントラルタワーズ ホテルタワー

33 モード学園コクーンタワー

50 日本橋三井タワー

17 新宿三井ビルディング

34 パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー

株式会社横森製作所

[本 社]

[ 大阪支店・住宅事業部西日本支店 ]

〒151-0072
東京都渋谷区幡ヶ谷 1-29-2

〒553-0005
大阪府大阪市福島区野田 5-17-22 大拓ビル 2F

TEL.03-3460-9211

TEL.06-4804-9031

https://www.yokomori.co.jp

「ハルカス300」は、日本一の高さ300mのビル「あべのハルカス」の展望台で、58階、59階、60階の
三層構造となっています。気候条件が良ければ、京都から六甲山系、明石海峡大橋から淡路島、
生駒山系、そして関西国際空港なども一望いただけます。

60 階 天上回廊

58 階 天空庭園

60階は東西南北360度に足元から天井までのガラスを配した屋内回廊。
空中を散歩しているような感覚が体験できる「驚きの空間」となります。

【入場料金】 大人1,500円 中高生1,200円 小学生700円
【営業時間】 9:00〜22:00 年中無休 (最終入場 21:30まで)

幼児 500円

『ハルカス 300』オフィシャルホステル ! The oﬃcial hostel of “HARUKAS300”
1名 1,950 円 / 泊 ~

【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.

2019 Vertical World Circuit in OSAKA
「HARUKAS SKYRUN」
〈 STAFF 〉

谷 浩子
薮下 太
ニコ ペレイラ
酒見 雄一郎
大塚 らいぞう
佐野 哲弘
青木 健 ファーマン
稲場 悠佑

平岡 義人
水守 祥吾
和田 真理
山口 佑時
安井 早紀
西田 "haLu" 大介
國枝 太知
村井 博幸

鳥海 良二
植村 治美
橋口 麗
西村 卓也
藤田 真奈
阪田 歩
松園 正人
木下 博司

大阪医専 学生の皆さん
大阪リゾート＆スポーツ専門学校 学生の皆さん
〈 ゲストランナー 〉

寺内 健

〈 応援団長 〉

SHINGO★西成

（大会テーマソング担当）
〈出演〉

DJ FUKU
NG HEAD
茂千代
HI-KING TAKASE
歩歩
J-REXXX
初芝立命館高等学校 ダンス部
大阪府立柴島高校 ダンス部
Matsumoto Hisataakaa（Vinyl7）
〈MC〉

DJ TANE
仲 みゆき
〈 計測システム 〉

CO RUNNERS / MATRIX
〈 スペシャルサンクス 〉

三村 恵三
脇 和美
山本 忠
中村俊一
森保 和敏
〈 オペレーション統括ディレクター 〉

井上 雅胤

〈 総合プロデューサー 〉

奥野 晋一郎

