
 

 

 

 

 
 
参加者各位 
  
レースウィークエンドが目前に迫ってきました。2019年バンク・オブ・アメリカ シカゴマラソン

で皆様をお迎えするのを楽しみにしています。市内に滞在されている間、皆様がシカゴマラソン

で心残りなく安全に、記憶に残る体験をしていただくことが私たちの最優先事項です。本ガイド

の情報を最後まで精読され、皆様の役割を果たしてください。  
  
「2019年 バンク・オブ・アメリカ シカゴマラソン参加者ガイド」は、レースウィークの間、

Abbott Health & Fitness Expo会場への到着からレース当日のグラントパークへの集合、また  

レースに関するご案内 について皆さまをサポートする説明を手順別に記載しています。 

 
レースウィークには本ガイドを携行してお越しください。必ず役に立ちます！ 
  
イベントに関する質問は、当事務所の312.904.9800 までお電話いただくか、

office@chicagomarathon.com までメールにてお問合せ下さい。 

 
チーム一同、皆様が最後の週のトレーニングにベストを尽くされていることを期待して 

おります。10月13日（日曜日）のスタートラインでお会いしましょう。 

  
敬具 
 

Carey Pinkowski（カリー・ビンコウスキー） 
バンク・オブ・アメリカ シカゴマラソン 

エグゼクティブ・レース・ディレクター 

 

mailto:office@chicagomarathon.com
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Chicagomarathon.com  
バンク・オブ・アメリカ主催 シカゴマラソンのウェブサイト（chicagomarathon.com）は、 

レース前、レース当日、レース後に必要な情報を掲載している実用的な役立つサイトです。 

当ウェブサイトには、最新の参加者、イベント、観客関連の情報が掲載されています。 

 
イベント問い合わせ先  
バンク・オブ・アメリカ主催 シカゴマラソン 
電話： 312.904.9800 

Eメール：office@chicagomarathon.com  

 
大会日程 

10月11日（金） 

Abbott Health & Fitness Expo：参加パッケージピックアップ 
McCormick Place, North Building, Hall B 
時間：午前9 時 – 午後8 時 

 

10月12日（土） 

Advocate Health Care International Chicago 5K 
Daley Plaza (50 W. Washington Street) 
レース開始時間：午前7時30分  

 

Abbott Health & Fitness Expo：パッケージピックアップ 
McCormick Place, North Building, Hall B 
時間：午前9 時 – 午後6 時 
 

10月13日（日曜日） 
グラントパーク 
車椅子マラソン スタート（男子）           午前7時20 分 
車椅子マラソン スタート（女子） 午前7時21分 
ハンドサイクルマラソン スタート 午前7時22分 
障害者アスリート スタート（AWD） 午前7時23分 
第 1 団体スタート（赤） 午前7時30分 
第 2 団体スタート（青）  午前8 時 
第 3 団体スタート（橙） 午前8時35分 
グラントパークへの観客入場開始 午前9時30分 
 

Biofreeze主催  シカゴマラソン27マイルレース後にパーティ 
場所：グラントパーク バトラーフィールド 
時間：午前9時30分 – 4時 
 

Abbott Health & Fitness Expo 会場 

Abbott Health & Fitness Expo会場には、バンク・オブ・アメリカ シカゴマラソン商品や、   

最新トレンドのランニング 用フットウェアやアパレル、エナジードリンクや栄養食品、テクノ

ロジーなどを提供する180以上のヘルス＆フィットネス産業が出展しています。      

https://www.chicagomarathon.com/
mailto:office@chicagomarathon.com
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Health & Fitness Expoは、無料で一般公開されています。  

 

Abbott Health & Fitness Expo への全来場者は、Health & Fitness Expo 展示会場に大きなバッグや 

手荷物を持ち込まないようお願いします。全来場者に Health & Fitness Expo 展示会場の入口でセ

キュリティスクリーニングが行われることをご留意ください。 
 
詳細は、 chicagomarathon.com/expoで確認してください。 
 

Abbott Health & Fitness Expo 会場住所 

McCormick Place, North Building, Hall B 
2301 S. Martin Luther King Dr. 
Chicago, IL 60616 
 
＊車でのご来場と駐車場に関しては、Abbott Health & Fitness Expo会場へお越しになる際の最適 
アクセス情報を上記住所でお探しください。お車の方は、最も便利な駐車施設にParking Lot Aの
標識を目印にお進みください。 

McCormick Placeの公開住所はこちらです：McCormick Place is 2301 S. Lake Shore Drive. 
  

Abbott Health & Fitness Expo 開催時間 

10月11日（金曜日） 午前9時 – 午後8時 

10月12日（土曜日） 午前9時 – 午後6時 
 

Abbott Health & Fitness Expo 会場への交通手段 

無料シャトルバスサービス 
下記の場所とAbbott Health & Fitness Expo会場間で無料シャトルバスの送迎サービスをご利用 

いただけます。 

  
• ダウンタウン：ヒルトンシカゴ 720 S. Michigan Avenue（8th Street 入口） 
• リバーノース：シカゴ・マリオット：ダウンタウン・マグニフィセントマイル  

540 N. Michigan Avenue, southwest corner of Rush and Ohio streets（南西角） 
• マグニフィセント・マイル：ナイキ・シカゴ 669 N. Michigan Avenue, behind the store 

on the northwest corner of St. Clair and Erie streets（北西角の店舗後ろ） 
• ミレニアムパーク：ハイアット・リージェンシー・シカゴ  

151 E. Wacker Drive, southeast corner of Wacker Drive and Stetson Avenue（東角） 
シャトルバスは、10 月 11日（金）は午前 8 時 30 分～午後 8 時 30 分の間、また 10 月 12 日

（土）は午前 8 時 30 分～午後 6 時 30 分の間でそれぞれ、15～20 分ごとに運行しています。

Abbott Health & Fitness Expo 会場からの最終便バスの乗車時間は、金曜日午後 8 時 30 分、  

土曜日午後 6 時 30 分です。 
 

McCormick Place の Abbott Health & Fitness Expo へ無料シャトルサービスまたは公共交通機関を

利用し、二酸化炭素排出量を減らしましょう。 
 
シカゴ交通局 
シカゴ交通局（CTA）は、 Abbott Health & Fitness Expo開催会場までの経済的で便利なアクセス

https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
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方法を提供します。transitchicago.comでは、レース当日、 CTAバスと鉄道を利用して Abbott 

Health & Fitness Expo およびグラントパークまでお越しになる方法をご案内します。 

 
詳細は、Visit transitchicago.comで確認してください。 
  

CTA 運賃案内 

シカゴ交通局（CTA） では、参加者および観客の方々に、空港やレース当日に並ばずに済むよ

う CTA 乗車券をあらかじめ購入していただくようお願いしています。料金は ventrachicago.com 

で確認してください。 

 
料金 

CTA バス専用 定額（硬貨、紙幣可） 両替はご利用になれません。 

• 定額運賃：$2.50 

• 割引運賃：$1.25（7～11 歳の子供および有効な RTA 割引料金許可証「Reduced 

Fare Permit」をお持ちの方） 
 

Ventra チケット 

片道（$3）および 1 日乗車（$10）の Ventra チケットを CTA 駅の券売機でお求めいただけま

す。これらのチケットはチャージできません。片道の Ventra チケットには定額料金および 2 

回の乗り換え分が含まれています。 

 

Ventra™ カード 

CTA 駅の自動券売機、Ventra 加盟小売店の各店舗、米国国内利用可能な携帯で

1.877.NOW.VENTRA にてお電話で（アプリダウンロード必要）、あるいはventrachicago.com のオ

ンラインでVentra カードを$5 でお求めください。カードをお買い求めになったら登録して$5 を

すぐに払い戻してもらい、トランジットバリューとしてご乗車にご利用いただけます。タップ

してCTAや、もう一つの公共バス会社 Pace に乗車するだけです。CTAまたはPaceの全運賃と乗り

換え分の料金はカードから引き落としになります。 
 

• 正規運賃：$2.25（バス）；$2.50（電車）；$5（O’Hare 空港から）* 

• 正規乗り換え運賃：$.25 

• 割引運賃：$1.10（バス）；$1.25（電車） 

（7～11 歳までのお子様、有効な RTA 割引運賃許可をお持ちのお客様のみご利用可能） 

• 割引乗り換え運賃：$0.15 
 

最長7日間分の乗車料金を一度にお支払ください。乗り換えは最初のご乗車から2時間以内

に行う必要があります。 
 

Ventra カードにトランジットバリューとパスを、CTA 駅の券売機、加盟小売店、Ventra アプ

リでオンラインまたは電話でお求めいただけます。特定の期間中はパスを使って、CTA バス

や列車に無制限に乗車できます（種類：1日：$10 3日：$20 7日：$28）。パスは購買者以

外の他人による利用は禁止されています。 
 

https://www.transitchicago.com/
https://www.transitchicago.com/
https://www.ventrachicago.com/
https://www.ventrachicago.com/
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＊$5 O’Hare 運賃は 、Ventra 交通アカウントの利用回数制でお支払いの方に限ります。 
 

Ventra app アプリ 

Ventra アプリをお使いいただくと、Ventra アカウントの管理、Ventra カードでの    

トランジットバリューやパスの追加、Metra モバイルチケットの購入と使用が可能です。詳

細は、ventrachicago.com/app で確認してください。 
 

バンクカードまたは  NFC 機能搭載の携帯電話 

Apple Pay、Android PayまたはSamsung Pay が有効のご利用中の非接触型バンクカードまたは NFC 
搭載の携帯電話を、CTA およびPaceでの移動にご利用いただけます。ご乗車時にカード、または

携帯電話をタップしてご利用いただけます。このシンボルは    はカードが非接触型であるこ

とを指します。今、乗り換えが利用可能です。最長7日間分の乗車料金を一度にお支払ください。

乗り換えは最初のご乗車から2時間以内に行う必要があります。 
 
詳細は、 ventrachicago.com で確認してください。 

 

CTA の McCormick Place に関するご案内 

シカゴ市街地から（Chicago Avenue の南） 

Michigan Avenue からは、南行き#3 King Drive に乗車し、King Drive/23rd で降車（McCormick 

Place から通り 1 本向こう側）バスは 4～12 分ごとに運行。 
 

または、南行き#4 Cottage Grove のバスに乗車してMichigan Avenue/Cermak Road で降車し、徒歩

で 2ブロック東に移動。バスは 6～15 分ごとに運行。 
 

もしくは、ダウンタウンの CTA 鉄道全線からAshland/63rdまたはCottage Grove に向かう南行きの

Green 線電車に乗り換えてCermak-McCormick Place 駅で下車。Cermak Road からMcCormick Place

まで徒歩で 3 ブロック。 
 

Ogilvie Transportation Center から 

Ogilvie Transportation Center からLake Street にある CTA の Clinton 駅まで北へ 2 ブロック歩

く。Cottage Grove 行き、または Ashland/63rd 行きの Green 線電車に乗り、Cermak-

McCormick Place で下車。Cermak RoadからMcCormick Place までは徒歩で 3 ブロック東。 
 

Union 駅から 

#1 Bronzeville/Union Station*、#7 Harrison*または Michigan Avenue 行き#126 Jackson バスに

乗車。南行き#3 King Drive に乗り換え、King Drive/23rd で降車（McCormick Place から通り 

1 本向こう側）。バスは 4～12分ごとに運行。 

＊平日のみ 
 

Metra 鉄道サービス 

参加者および観覧者には、土曜および日曜のご乗車が乗り放題になるお得な Metra のウィーク

エンド・パス（$10）の利用をお勧めします。Abbott Health & Fitness Expo のご来場者は、Health 

https://www.ventrachicago.com/app/
https://www.ventrachicago.com/
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& Fitness Expo まで Metra Electric 線 をご利用ください。Metra Electric は McCormick Place と市街

間で頻繁に走行しています。 
 

詳細は、 metrarail.com で確認してください。 
 

South Shore 線 

参加者および観客の皆様には、週末のレース会場まで South  Shore  線をご利用になることを推奨

します。South Shore 線は、インディアナ州 South Bend からシカゴまで途中駅を停車して運行して

います。レース当日には、South Shore 線のご都合の良い駅に車を駐車し、Abbott Health & Fitness 

Expo 会場 やグラントパークまで快適に到着できます。 
 

駅や乗車券に関する詳細は、mysouthshoreline.com で確認してください。  
 

Abbott Health & Fitness Expo 会場 駐車場 

Abbott Health & Fitness Expo 参加者は全員、McCormick Place 駐車場 Lot Aに割引価格$10 で

駐車できます。割引を受けるには、Health & Fitness Expo 会場で認証処理を受けた有効な

駐車券が必要になります。 

McCormick Place 駐車場 Lot Aまでのドライブの道順に関する詳細は、 

chicagomarathon.com/expoparking で確認してください。 

 

参加者パッケージピックアップ 

パッケージピックアップ券  

パッケージピックアップ券（本ガイドの裏面）または郵送されたパッケージ受取証（携帯電話

または印字書類）は、レース参加の個人証明となります。Abbott Health & Fitness Expo 参加者パ

ッケージピックアップエリアで、写真 ID とあわせてこの個人証明を提示し、参加者パッケージ

（bib 番号および計時機器）、参加者バッグ、ナイキのランニングシャツを受け取ってくださ

い。 

 

名前、住所、年齢、性別を含め、パッケージピックアップ券の記載内容が正確かどうかを確認し

ます。この情報は、正確なスコアと結果を郵送するのに重要になります。情報を変更するには、

参加者カウントにログインするか、もしくはバンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソン

office@chicagomarathon.com までメールでお問合せください。 
 
バンク・オブ・アメリカ シカゴマラソンの公式のNike（ナイキ） ランニングシャツは、リサイ

クルのポリエステル繊維で100％作られています。リサイクルのポリエステル繊維の利用は製造

過程で環境に悪影響を及ぼすことが殆どありません。 
 
参加者パッケージ 

参加者パッケージは以下が含まれます。 

• Bib 番号 

• MYLAPS BibTag 計時機器 

• ギアチェックタグ 

• 地元ビールのグース312 アーバンウィートエール無料利用券（レース後）* 

https://metrarail.com/
http://www.mysouthshoreline.com/
https://assets-chicagomarathon-com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/05/Health-Fitness-Expo-parking.pdf
mailto:office@chicagomarathon.com
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＊21 歳以上の参加者 
 

パッケージピックアップに関する注意事項  

• 参加者パッケージおよび参加者バッグは、通常スケジュールの時間帯にAbbott Health & 

Fitness Expo で参加者ご本人が直接お受け取りください。参加者パッケージ、バッグ、および

ランニングシャツは、レース当日に受け取ることはできません。また、発送も行っていませ

ん。 

• Health & Fitness Expo で、ご本人が参加者パッケージおよび参加者バッグを受け取る必要が

あります。他人が代行して、上記当該アイテムを受け取ることはできません。 

• Expo に到着したら、参加者パッケージピックアップエリアに案内されます。チェックインス

テーションでの手続きは、イベントスタッフがサポートします。 

• チェックインするには、写真ID（運転免許証、ステートID、パスポート等）と以下の書類の

うちいずれかを提示する必要があります：パッケージピックアップ券（本ガイドの裏 面）ま

たは郵送されたパッケージ受取証（携帯電話または印字書類） 

• 置き忘れてしまった場合またはパッケージピックアップ券やE メールを受け取らなかった場

合は、直接参加者ピックアップサービスデスクに行ってください。登録が確認でき次第、イベ

ントスタッフがパッケージピックアップ券を提供します。 

• 参加者バッグピックアップエリアに進み、参加者バッグとNikeのランニングシャツをお受け取

りください；シャツは、パッケージに表示されたサイズに従って配布されます。 
 
出展者 

Abbott Health & Fitness Expo 出展者一覧は、chicagomarathon.com/expoでご確認いただけます。 
 
今年の春、バンク・オブ・アメリカ シカゴマラソンは、気候変動対策支援イニシアチブの国際

連合枠組み協定への早期署名加盟イベントになりました。当イベントの取り組みの詳細は

Abbott Health & Fitness Expo会場のブースでご覧ください。 

 

Abbott Health & Fitness Expo メインステージ 

Abbott Health & Fitness Expo メインステージのプレゼンテーションでは、コース詳細、直前

のヒント、最新のランニングギアやテクノロジー、関係専門家や特別ゲストの識見を得る

ことができます。メインステージの詳細やプレゼンのスケジュール確認は 

chicagomarathon.com/expo または、バンク・オブ・アメリカ シカゴマラソンのモバイルア

プリにアクセスしてください。 
 

Nike ペースリーダー 

Nike ペースリーダーはレース当日のペース配分を設定します。100 人近くのマラソン経験ラン

ナーのペースリーダーが、以下のゴール時間に合わせて走ります：3:00, 3:05, 3:10, 3:15, 3:20, 

3:25, 3:30, 3:35, 3:40, 3:45, 3:50, 3:55, 4:00, 4:10, 4:20, 4:30, 4:40, 4:50, 5:00, 5:15, 5:30 および 5:45. 

 

詳細およびペースグループへの参加登録は、Abbott Health & Fitness Expo 会場 のNikeペース

リーダーブースでお尋ねください。ペースリーダーは、レース当日のプラン、スタート陣

営の集合場所であなたのグループをどのように見付けるかについて話すことができ、また

https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
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ペースリーダーに関する一般的な質問に答えてくれます。 

Nikeペースリーダーチームに参加すると、レース中に背中に着けるペース bib を受け取り 

ます。あなたのペースグループ（例 4：00）が記載され、ペースチームのメンバーである

ことが表示されています。参加は無料です。ペースチームには、それぞれ特定のスタート

陣営が割り当てられます。あなたのスタート陣営の割当では、他の特定のペースチームと

の走行が認められないこともあります。 
 

 バンク・オブ・アメリカ Expoブース – 全行程を踏破するパワー  

Abbott Health & Fitness Expo会場のバンク・オブ・アメリカ ブースで仲間に加わり、     

インタラクティブな体験に参加し、収集可能な景品を受け取ってください。ご家族や友達が個

性的な応援ボードを作成でき、レース当日にはあなたに声援を送って全行程を踏破するパワー

を送ります。 

 

bankofamerica.com/chicagomarathon または #ChicagoMarathonでバンク・オブ・アメリカ シカゴ
マラソンとお互いに繋がりましょう。 
 
参加者ガイドのダウンロード 
バンク・オブ・アメリカ シカゴマラソン参加者ガイドは、案内用に7か国語版で記載された

CulturaLinkで利用できます。参加者は様々な言語に翻訳された次のURLにアクセスできます。 
chicagomarathon.com/participantguide 
 

CulturaLinkでは、Abbott Health & Fitness Expo会場でレースウィークエンドとレース当日に   

ランナーと観客のためにオンサイト翻訳サービスを提供します。オンサイト アメリカ手話

（ASL）とスペイン語の通訳、テクノロジー基盤のビデオ翻訳サービスはレースでシカゴに滞在

中のランナーと観客のニーズを満たすために設計されています。CulturaLink とサービスの詳細

は、theculturalink.comで確認してください。 

 

Advocate Health Care International Chicago 5K のレースを走りましょう 

Advocate Health Care International Chicago 5K にご参加ください！バンク・オブ・アメリカ主催 

シカゴマラソンは、100 か国以上の国々、全 50 州から参加者が集まり、シカゴの町にエキサイテ

ィングなウィークエンドをもたらしてくれます。参加国を問わず、2018 年 10 月 12 日に開催され

る 

International Chicago 5K に是非ご参加ください。レースは、ランナー、スポーツ愛好者、家

族、友人たちがこの 国際都市を訪れ、バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンの開催

される週末に参加できる最高の機会です。シカゴのダウンタウンの通りを走り抜け、世界

都市のマラソンを観戦できるチャンスを逃さないでください！ 

 

Advocate Health Care International Chicago 5K に関する詳細は、 Chicago5K.com をご覧ください。 
 

Advocate Health Care International Chicago 5K！に参加し、次世代のランナーを鼓舞して活性

化を図りましょう! 
 
イベントアラームシステム  

色分けしたイベントアラートシステム（EAS）は、レース当日までと当日のレース状況を知らせま

https://about.bankofamerica.com/en-us/partnering-locally/chicago-il.html?cm_mmc=EBZ-EnterpriseBrand-_-vanity-_-EB01VN00A5_chicagomarathon-_-NA
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/participant-guide/
http://theculturalink.com/
https://www.chicago5k.com/
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す。EAS レベルは、主に天候やその他条件によって、低（緑）、中（黄色）、高（赤）から超高

（黒）まであります。 
・レースウィーク中のE メールおよびウェブサイト通信で、現在の EAS レベルとレースウィーク

準備のヒントを配信します 

・Abbott Health & Fitness Expo の場内通知や色別の標識で、情報の更新が行われます。 

・ レース当日には、スタート・フィニッシュエリアとコースに沿った 20 の補給所での色別

のサイン／フラッグや放送に注意を払い、最新の EAS レベルを入手するようにしてくださ

い。 

・必要な場合は、E メールやテキストメッセージで付加的な緊急情報が送信されます。 
 

レース当日までイベントアラートシステムについて確認し、レース実行委員や     

アナウンサー、ボランティアからの指示には注意しておいてください。レース当日のさま

ざまな状況変化には注意して適切に対応してください。 
 

 

 

 
レース当日のスケジュール 

 
グラントパーク開場（ランナー対象） 午前5時30 分 
ギアチェック開場 午前5時30 分 
スタート陣営集合場所開場 午前5時30 分 
第１団体（赤）スタート陣営集合場所閉場 午前7時20 分  
車椅子マラソンスタート（男子） 午前7時20 分 
車椅子マラソンスタート（女子）  午前7時21 分 
ハンドサイクルスタート 午前7時22 分 
身障者アスリートスタート              午前7時23 分 
第1団体スタート 午前7時30 分 
第2団体（青）スタート陣営集合場所閉場」 午前7時45 分 
第2団体スタート 午前8時 
第3団体（橙）スタート陣営集合場所閉場 午前8時10 分 
第3団体スタート 午前8時35 分 
グラントパーク開場（観客対象） 午前9時30 分 

Biofreeze 27回 Mile Post-Race Party 開始 午前9時30 分 
ギアチェック閉場 午後4時 
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Biofreeze 27回 Mile Post-Race Party 終了 午後4時 
 

緑チームのボランティアは、グラントパークの到る所のグラントパークゼロウェイスト・  

ステーションで待機しています。皆様が堆肥、リサイクル、埋め立て地に廃棄物を捨てるお手

伝いをします。 
 
グラントパーク：スタートライン 
公共交通機関と駐車場 
レース当日、グラントパークへは公共交通機関を利用してお越しいただくことを強くお勧めしま

す。車でご来場の場合は、レースによる交通渋滞や道路の封鎖を考慮に入れ、余裕を持ってお越

しください。 
 
詳細は、chicagomarathon.com/racedayparking で確認してください。 

 
シカゴ交通局   

シカゴ交通局（CTA）はレース当日、グラントパーク間の経済的で便利な方法を提供します。 

最新移動情報、およびCTAバスや鉄道システムの利用方法の詳細に関しては、transitchicago.com 
にアクセスするか交通案内センター （312.836.7000）までお電話でお問い合わせください。 
 

Metra 鉄道サービス 

レース当日、Metra は「上り」「下り」の特別運行を行います。通常の日曜日の運行に 

加えた増便をご利用いただけます。参加者および観客の皆様には、土曜日および日曜日に

無制限で乗車することが可能な$10 の Metra ウィークエンドパスを利用されるよう勧めて

います。Metra サービスに関する詳細は、metrarail.com でご覧いただくか、またはお電話

（312.322.6777）でお問い合わせください。 
 

Bib 番号 
皆様の2019年バンク・オブ・アメリカシカゴマラソンのbib 番号は独自の識別子で、レース当日

は、常時、衣類の上に、目立つように添付しておいてください。bib 番号にはギアチェックのエ

リア（赤、青、橙）およびスタート陣営集合場所割当（車椅子、身障者アスリート、American 

Development アメリカン開発プログラム、A, B, C, D, E, F, G, H, J, K または L）が明示されます。 
 

Bib 番号ガイドライン number guidelines: 

• bib 番号は衣類の上に、目立つよう4本のピンで固定したうえで、グラントパークや   

スタート・コラルへ入場してください。 

• bib 番号は、レース終了まで、目立つように添付してください。 

• bib 番号を改ざん（切削、折り畳み、目立たなくすること）しないでください。 

• フューエルベルト等のランニングパック、特に電子要素のものに直接bib を固定するとbib 
計時デバイスが正常に機能しなくなる恐れがあります。 

• bib 番号の裏面には緊急連絡先と医療情報を明記してください。 

• bib 番号は譲渡不可で、登録参加者である本人以外の人が着用することはできません。 

• bib 番号の販売および譲渡は厳禁となっており、該当時には資格剥奪となります。 

• レース当日にbib が改ざん、もしくは不適切に着用された場合、不正確な採点および資格

喪失の結果となります。 

https://www.chicagomarathon.com/runners/hotels-travel-parking/#raceday
https://www.transitchicago.com/
https://metrarail.com/
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1. グースアイランドビール・チケット：21歳以上の参加者（要写真ID）は、Biofreeze 27回 

Mile Post-Race Partyでbib番号を切取り線で切り取り、その半券とグースアイランドビー

ルの1つに引き換えることができます。 

2. ギアチェッククレームタグ：自分のギアチェックバッグが見つかり易くなるように、レ

ースに続いてギアチェックテントでこのタグを渡します。 

3. ギアチェックタグ：このタグを自分の透明なギアプラスチックバッグに付けてくださ

い。 

4. イベントbib 番号の色： bib 番号の色は、あなたのギアチェックテントの位置を表します

（白、赤、青、橙）。 

5. スタート陣営のアルファベット：この文字はあなたのスタート陣営の割当を特定します

（A, B, C, D, E, F, G, H, J, K または L）。 

6. 唯一のレース番号：この番号はあなただけのレース番号で識別子です。このため、あな

たの bib 番号は譲渡付加で、当の本人のみが身に付けます。bib 番号の譲渡は厳密に禁止

します。 

7. エントランスゲート：スタート割当に基づいて前もって指示されたゲート入口。 

 

＊2019 年バンク・オブ・アメリカシ カゴマラソンでは、完走タイム記録にあたって MYLAPS BibTag 計

時デバイスが採用されます。計時デバイスは bib 番号の裏面に恒久的に取り付けられています。 

重要：bib から計時デバイスを取り外したり、曲げたりしないでください。bib の着用が不適切な場
合、不正確な採および資格喪失の結果となります。走行タイムは、スタート時に計時マットを通過する
地点からゴールの計時マットの通貨時点までで記録されます。 

 

セキュリティチェックポイントと荷物検査  

レース当日はグラントパーク入場前に、Michigan Avenue 外れにある 7 ヵ所の指定セキュ

リティおよび荷物検査エントランスゲートを通過する必要があります。イベント用に発行

された bib 番号は、外側のウェアの正面にしっかりと留め、グラントパークへの入場時、

セキュリティ担当者に見えるようにしてください。 

 

到着時刻およびエントランスゲートは該当のスタート陣営集合場所割当によって変わりま

す。エントランスの円滑な処理およびゲートでの待ち時間縮減という目的上、該当する 
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スタート陣営集合場所割当の特定の指示に従ってください。 
 

荷物はすべてセキュリティ担当者の検査を受けます。個人用荷物（バックパック、スー

ツケースなど）は持ち込み禁止ですのでご留意ください。参加者はすべて透明プラスチッ

クのイベント用に発行されたギア用の参加者用バッグの使用が義務付けられています。

Camelbaks®およびあらゆる種類の水分補給用のバックパックは禁止されています。疑義を

避けるため、燃料ベルトと携帯用ウォーターボトルは対象外とされています。グラントパ

ークに入る前に、容器の中身を空にするようお願いされることがあります。ギアチェック

を受けず、荷物の持ち込みのない特例参加者は、指定の特別セキュリティレーンからグ

ラントパークに入場することができます。 
 

レース後に参加バッグは再使用してください。バッグを捨てる場合は、リサイクルのプ

ラスチックバッグを受理するご自分のエリアの設備施設へお持ちください。 

 

ギアチェック 

レース中、指定のギアチェックエリアに個人の小物や衣類を保管することができます。

場所はあなたのスタート団体（赤、青または橙）によって決まります。 
 
 
ギアチェックガイドライン： 

• ギアチェックを使用できるのは参加者のみです。観客はギアチェックエリアに入ることは

できません。 

• レースで配布されたギアチェックバック（透明プラスチックの参加者バッグ）を使用する必

要があります。他のバッグはギアチェックでは認可されません。 

• Bib 番号からギアチェックタグを外し、ギアチェックバッグに装着してください。 

• 財布、現金、宝石、携帯電話、カメラ、ミュージックプレイヤーおよび電子機器などの貴重品

をチェックインしないでください。イベントでは、持ち物の紛失、盗難や破損には責任を負い

かねます。 

• ギアの預け入れおよび受け取りの際には、Bib 番号を提示する必要があります。 

• バラバラに散らばる可能性のある服やイベントで配布した透明プラスチックのギアチェック

バッグに入らない物品は、ギアチェックに預け入れることはできません。 

• バッグはレース当日の午後 4 時までに取りに来ていただく必要があります。午後 4 時までに引

き取りがなかった物品は、Harrison St. の Michigan Ave. の東側にあるHarrison Information 

Tent に保管されます。午後 4 時から午後 8 時までお受け取りになれます。 

• Harrison Information Tent でレース後に荷物を引き取る必要がある場合、

chicagomarathon.com/lostandfound にアクセスし、引き取りが可能かどうか確認してくださ

い。 

• 2019 年 10 月 31 日木曜日までに回収されなかった物品に関しては、それ以降お受け取りになる

ことはできません。 
 

 
 
  

https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/lost-and-found-2/
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団体スタートおよびスタート陣営 

バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンは、団体ごとにスタートと陣営ごとにスター

ト順序を分けています。スタート団体はスタート陣営の集合場所ごとに決まっています。

車椅子、障害者アスリート、アメリカン開発プログラム、A、B、C、D、E、F、G、H、J お

よびK。スタート陣営集合場所割当がパッケージ受取証（Packet Pick-Up Ticket）とイベント

発行 bib 番号に明示されています。 
 
スタート陣営に関するガイドライン 

• bib 番号はスタート陣営の集合場所割当に対応します（車椅子、身障者アスリート、ア

メリカン開発プログラム、A～H、J、K、L） 

• スタート陣営の集合場所にアクセスする際は、bib 番号をランニングウェアの上に目立

つように、固定してください。 

• 割り当てられたスタート陣営の集合場所以外にはアクセスできません。 

● 第 1 団体スタート陣営の集合場所（アメリカン開発プログラム、A、B、C、D、E）は午

前 7 時 20分に閉場となります。 

• 第 2 団体スタート陣営の集合場所（F、G、H）は午前 7 時 45 分に閉場となります。 

• 第 3 団体スタート陣営の集合場所（J、K、L）は午前 8 時 10 分に閉場となります。 

• 親族や知人は参加者とスタートエリアに立ち入ることはできません。 
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第 1 団体（赤） 

赤ギアチェック* 
スタート陣営集合場所： A, B, C, D, E 
指定到着時間： 午前5時30分 
 
指定エントランスゲート 

• スタート陣営集合場所 A: エントランスゲート #5 - Ida B. Wells 
• スタート陣営集合場所 B: エントランスゲート #4 - Ida B.  Wells 
• スタート陣営集合場所 C: エントランスゲート #3 - Van Buren 
• スタート陣営集合場所 D: エントランスゲート #2 - Van Buren 
• スタート陣営集合場所 E: エントランスゲート #1 - Jackson 

 

スタート陣営の集合場所の閉場：午前7時20分 

午前7時20分までにスタート陣営の集合場所に到着しない場合、スタートは該当の集団の最

後尾となります。 
 
レース開始：午前7時30分 
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第 2 団体（青） 

青ギアチェック 

スタート陣営の集合場所：F, G, H  
指定到着時間：午前6時 

 
指定エンランスゲート 

• スタート陣営集合場所 F: エントランスゲート#4 - Ida B. Wells 
            エントランスゲート#5 - Ida B. Wells 
 

• スタート陣営集合場所 G: エントランスゲート#2- Van Buren 
エントランスゲート#3 - Van Buren 

• スタート陣営集合場所 H: エントランスゲート#1 - Jackson 
 
スタート陣営の集合場所の閉場：午前7時45分 

午前7時45分までにスタート陣営の集合場所に到着しない場合、スタートは該当の集団の最
後尾となります。 
 
レース開始：午前 8時 
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第 3 団体（橙） 

橙ギアチェック 

スタート陣営の集合場所：J, K, L 
指定到着時間：午前6時30分 

 
指定エントランスゲート 

• スタート陣営集合場所 J: エントランスゲート#4 - Ida B. Wells 
• スタート陣営集合場所 K: エントランスゲート#5- Ida B. Wells 

エントランスゲート#6 - Harrison 
• スタート陣営集合場所 L: エントランスゲート#6 - Harrison 

                                                  エントランスゲート#7 - Harrison 
   

スタート陣営の集合場所の閉場：午前8時10分 

午前8時10分までにスタート陣営の集合場所に到着しない場合、スタートは該当の集団の最
後尾となります。 
 
レース開始：午前8時35分 
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スタートラインでの手続き 

各団の最終参加者がスタートラインに着くまで、約 20～25 分かかります。 割り当てられた

団とスタート時間は厳守してください。正式な時間はスタートラインで計時マットをまた

ぐまでは始まりませんの で、ご注意ください。常にレース担当委員やボランティアの指示

に従い、安全に順序を守ってレースのスタートを切ってください。 
 
レース開始に続き、緑チームのボランティアが処分された衣類をまとめてスタート陣営周囲に

集めます。スタートで収集されたすべての衣類はイリノイ州 Amvetsに寄付されます。 

 

参加者の着替え施設 

便宜上、着替え施設はグラントパーク内のギアチェック付近に設けられています。 
 

レース前のドリンク、備品、トイレ施設 

Gatorade Endurance Formula（ゲータレード エンデュランスフォーミュラ／レモンライム

味）、Endurance Carb Energy Drink（エンデュランス カーボ・エナジー）、Endurance Carb 

Energy Chews（エンデュランス カーボ・エナジー チュゥ）、Endurance Energy Gels（エ

ンデュランス・エナジー ジェル） および飲料水がスタート地点の水分補給エリアに用意

されています。バンドエイド、安全ピン、皮膚用潤滑剤といった備品は割り当てられたギ

アチェック付近のレース前の備品テントに備えられています。トイレ施設はスタート陣営

の集合場所の入場通路近くに設置されています。 
 

Molex 提供の情報 

Molex 提供の情報は、レース当日、グラントパークで確認できます。情報テントは、参加

者や観客へのイベント情報の案内、コースマップの提供および全般的なイベントに関する

問い合せや遺失物に関するサポートが目的です。情報テントは以下の場所に設置されて

います。 
 

● 11th Street の Michigan Avenue の東側 

● Harrison Street の Michigan Avenue の東側 

● Jackson Drive の Michigan Avenue の東側 

● Buckingham Fountain ギアチェック施設内（参加者専用の情報テント） 

● Columbus Drive と Lake Shore Drive 間の Jackson Drive の北側 

● Ida B. Wells Drive と Columbus Drive の北西の角 
 

遺失物 

遺失物は、レースの週末の間はAbbott Health & Fitness Expo 会場、レース当日は Grant Park 

内で回収されます。遺失物をお探しの場合は、最寄りの情報テントで確認するか、 

chicagomarathon.com/lostandfound にアクセスして、お忘れ物が遺失物扱いになっているかどうか 

確認してください。レース当日の午後 4 時以降は、Harrison 情報テント（Harrison Street の

Michigan Avenue の東）で、午後 8 時まで引き取り可能です。2019 年 10 月 31 日まで回収さ

https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/lost-and-found-2/


18 

 

 

 

れなかった場合、お受け取りにはなれません。 
 
グラントパークの指定された歩道または歩行通路を利用し、シカゴの最高のグリーン空間の群

葉を保存するお手伝いをお願いします。 
 

コース 

補給所  

コース沿いには、約 1～2 マイルごとに補給所が 20 ヵ所に設けられています。各補給所に

は以下の順で、常備品を用意してあります。 

 

● 走者移送用車両が常時待機する医療テント* 

● トイレ施設 

● ゲータレード エンデュランスフォーミュラ（レモンライム味） 

● 場内放送アナウンサー 

● 飲用水 
 

＊走者移送用車両は、緊急以外の移送で参加者がレースを完走できない場合、グラントパーク
に戻ってきます。 

 

Gatorade Endurance Carb Energy Chews（ ゲータレード エンデュランス カーボ・エナジー チュ

ゥ） は、オレンジおよびフルーツパンチ味が補給所 10（13.2 マイル地点）に用意されていま

す。1 杯分には炭酸化物 31g、ナトリウム 110mg で80 カロリーが含有されています。 
. 

Gatorade Endurance Energy Gel（ ゲータレード エンデュランス・エナジー ジェル）に

は、アップルピア、バニラ、ブラックベリー、マンゴ味があり、補給所 14（18.2 マイル地

点）に用意されています。1 杯分には炭酸化物 20g、ナトリウム 100mg で 80 カロリーが含

有されています。 
 

補給所 15～18（19.5～23.5 マイル地点）ではバナナを提供予定です。 
 

疼痛緩和スプレーのBiofreeze Pain Relief Spray は、 21.2 マイル地点（Cermak Road とArcher 

Avenue）の Biofreeze Relief Zone に用意されます。Biofreeze Pain Relief Spray を噴霧して痛

みを軽減し、ゴールを目指して最後まで一気に走りきりましょう（#FeelNoLimits）。

Biofreeze スタッフが常駐し、参加者にスプレーを噴霧してくれます。 

 

各補給所の場所や提供物は各自で覚えておいてください。また、これらの場所では走るペー

スを落としてください。補給所は全長おおよそ市街地ブロック 2 区画で、テーブルには ゲー

タレード エンデュランスフォーミュラ や水が通りの両側に陳列されています。最初のテー

ブルが混雑しすぎて補給物を手にできなかった場合も、そのまま前進してください。 
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補給所 ロケーション 地点 アイテム* 

1 Randolph St. とMadison St.の間のState St. 1.6 G, W 

2 Ohio St. と Huron St.の間のLaSalle St. 3.2 G, W 

3 LaSalle St.北のStockton Dr. 5.0 G, W 

4 Fullerton Pkwy北のCannon Dr. 5.8 G, W 

5 Cornelia Ave. とAddison St. の間のInner Lake Shore Dr. 7.3  

6 Aldine Ave. と Belmont Ave.の間のBroadway St. 8.8 G, W 

7 Belden Ave. と Webster St.の間のClark St. 10.1 G, W 

8 North Ave. と Burton Pl.の間のWells St. 11.5 G, W 

9 Grand Ave. と Hubbard St.の間のWells St. 12.6 G, W 

10 Washington Blvd. と Madison St.の間のFranklin St. 13.2 G, W, GC 

11 Racine Ave. と Throop St.の間のAdams St. 14.6 G, W 

12 Honore St. とOgden Ave. の間のJackson Blvd. 15.8 G, W 

13 Sangamon St. と Green St.の間のJackson Blvd. 17.0 G, W 

14 Racine Ave. と Loomis St.の間のTaylor St. 18.2 G, W, GG 

15 Blue Island Ave. と Throop St.の間の18th St. 19.3 G, W 

16 Cermak Rd. とHalsted St. の間のCanalport Ave. 20.2 G, W, B 

17 29th St. と 31st St.の間のWentworth Ave. 22.3 G, W, B 

18 34th St. と 33rd St.の間のIndiana Ave. 23.5 G, W, B 

19 28th St. と 26th St.の間のMichigan Ave. 24.1 G, W 

20 18th St. と 16th St.の間のMichigan Ave. 25.2 G, W 
 
＊G = ゲータレード エンデュランスフォーミュラ；W = 飲料水；GC= ゲータレード エンデュ
ランスカーブ エナジー チュゥ；GG= ゲータレード  ゲータレード エンデュランス ジェル；B 
= バナナ* 
 

本年度は、グラントパークのゼロ・ウェイスト ステーションとコースの全補給所で水カップ、

Gatorade カップ、バナナの皮および他の生ゴミを含む有機廃棄物が回収され、栄養豊富な土壌

に還元されたうえで地域のコミュニティのガーデンに寄贈されます。  

 

コースの時間制限 

バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンには、6 時間 30 分の時間制限があります。この時間

を過ぎると、コースの車両交通が再開されます。マイルごとに 15 分以上のペースで走ると、マラ

ソン区間全長ースタートラインからゴールラインまでーをイベント規定時間内に完走できます。

時間制限に完走できない場合、参加者には正式な完走者として記録はされません。また補給所や

交通安全要員によるコース内の全サポートを受けることができない場合があります。 
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計時チェックポイント、時計およびマイル標識  

計時チェックポイントはスタートライン、各 5K 時点、折り返し地点（13.1 マイル） 

およびゴールラインにあります。お持ちの MYLAPS BibTag 計時装置には各チェック 

ポイント地点でのスプリットタイムが記録されます。 

 

スタートライン、全コースおよびゴールラインには経過レース時間を示すデジタル時計が設

置されて います。マイルおよび 5K 地点にはマイルとキロメートル標識が設置され、時計の

場所を確認する目安となります。ゴールラインのデジタル時計には、第一団のスタート（午

前 7 時 30 分）からの経過レース時間が表示されます。個人のレース時間は、正式なスター

トラインを切った時点によって異なる 場合があります。. 

コース内で使用禁止の機器 

バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンのコースでは、登録・認可済みの車椅子、ハ

ンドサイクルおよびデュオチーム参加者以外の車両付き機器は許可されていません。使用

が禁止されている車輪付き器具には、非登録の車椅子、ハンドサイクル、ベビージョガー、

折りたたみ式ベビーカー、スケートボード、ローラーブレードおよび自転車が含まれます。 
 

イベント参加中は、自撮り棒、カメラ用架台、ビデオ機器、コンピュータまたは他の相当

する機器の使用は禁止されています。 
 

Camelbaks®およびあらゆる種類の水分補給用のバックパックは禁止されています。疑義を

避けるため、燃料ベルトと携帯用ウォーターボトルは対象外とされています。グラントパ

ークに入る前に、容器の中身を空にするようお願いされることがあります。 

コース内ではヘッドホン付きミュージックプレイヤーの使用は許可されていますが、参加者は常

時周囲に注意を払い、グラントパークやコース沿いの重要なアナウンスには注意して耳を傾けて

ください。ヘッドホン付きミュージックプレイヤーの使用はアメリカン開発プログラムの   

アスリートにも許可されていません。 

また、マラソンコースでの使用禁止の物品には以下を含みますが、これらに限定されません：

大きなバッグ（バックパック、スーツケース、ローラーキャリーバッグ）、固い素材の   

クーラーボックス、顔を覆うコスチューム、身体の外周にまで伸びている無形成のかさばる衣

装、小道具および備品、非ランニング装置、ペット／動物（サービスアニマルは除く）、アル

コール飲料、違法物質、椅子、武器、リモートコントロールの小型飛行機やドローン。 

危険あるいは不適切と見なされる一切の物品はセキュリティ・オフィサーの単独の裁量で没収

されることに留意してください。    

持続可能性 

環境的・社会的責任を果たすことは、バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンの実施

計画と準備、実行における重要な要素の1つです。2018 年バンク・オブ・アメリカ・  シ

カゴマラソンは環境への管理運営の責務と社会責任に対する持続的なコミットメントが評価

され、Council for Responsible Sport委員会 から“Evergreen Inspire” イベントに指定されて
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います。イベントの持続可能性をさらに高めるために取り組み続けております。レース開

催 週末にはみな様にご協力をお願いしております。 
 

グラントパーク：ゴールライン 

ゴールラインでの手続き  

全参加者の便宜および安全上、ゴール地点は止まらず走り抜けてください。ゴールライン地

点または同地点を超えたところで停止または歩き回ることはできません。ゴール地点で座っ

たり、横たわったりしている参加者は即、医療テントに移送され、医療スタッフの確認が

済むまで解放されません。ボランティアはゴールライン地点を超えた走者回復エリア内で

待機し、Heatsheets™ と完走者メダルを手渡します。ゴール地点を出たら、再入場はできま

せん。 
 

レース当日に収集された熱シートは、Trex ボード（木材代替材料）に変換され、ベンチを作製 

するために使用され、レースにより影響を受けるコミュニティに寄贈されます。 

 

Mariano マーケットのランナー用リフレッシュメント 

リフレッシュメントは、Mariano 新鮮市場からお届けするゲータレード エンデュランスフォ

ーミュラ （レモンライム）、アクアフィーナ ボトル水、バナナ、Gatorade Whey Protein 

Recovery（ゲータレード ホエイプロテイン バー）やその他各種食品を含め、ゴールライン

を超えたMarianoの走者リフレッシュメントエリアで入手できます。21 歳以上の参加者には、

地元シカゴの醸造所 Goose Island Beer Co.よりグース312 ドライホップ アーバンウィート エール

が無料で提供されます。 
 

レースに続き、ボランティアが走者リフレッシュメントエリアでミシガンアップルを手渡し

ているのを探してください。地元で調達された健康的なおもてなしで身体を再燃させ、勢い

づけてください。 
 

Runner Reunite（ランナー再会） 

レース後は、Runner Reuniteで知人や近親者と楽しいひとときをお過ごしください。アルフ

ァベット別のサイン（A～Z）が Biofreeze 第 27 回Mile Post- Race Party会場に隣接する

Columbus Drive で区分けされ、名称別に歓談場所の活性化を容易にします。家族や知人と

合流する計画があれば、円滑な移動を図ることができるよう、ゴール地点から待ち合わせ

場所に直接向かっていただくことができ、荷物をギアチェックにて回収します。万が一、

グラントパーク内でパーティ等を実施できない場合に備えて別オプションを用意しておい

てください。家族や知人と合流したら、Biofreeze 第 27 回Post-Race Partyで完走の健闘を讃

えましょう。 

 

Biofreeze 27回 Mile Post-Race Party  

家族や知人と合流したら、Columbus Drive と Jackson Drive のスタートライン近くにある 

バトラーフィールドにおいて、皆様の完走を祝賀し、Biofreeze  27 回 Post-Race Partyを開

催します。野外祝賀会ではライブミュージックを楽しみ、飲食物をご購入いただけま

す。21 歳以上（要写真ID）の参加者には、bib 番号の半券でグースアイランド  312 アーバ

ンホイルエールか、Born + Raised クリームエールのどちらかと引き換えることができます 
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Biofreeze 27回 Mile Post-Race Party は、午前 9 時 30 分から午後 4 時まで一般参加が可能で

す。生演奏は午前 10 時 30 分に始まり、ビールのチケットの償還および販売は午前 9 時 30 分

から午後 3 時 30 分となっています。 

 

Marianoマーケットの走者用リフレッシュメントエリアに、レース当日、再利用可能の 

水ボトルをご持参いただくか、あるいは Aquafina ボトルをリフィルしてください。水の  

リフィル・ステーションはギアチェックエリアおよびBiofreeze 第 27 回Post-Race Partyに 

用意されます。 

 

マッセージセラピー 

午前 10 時～午後 4 時まで特典レース後マッサージトリートメントを参加者に提供します。

マッサージテントは、Petrillo Band Shell に隣接した南西端の Biofreeze 主催シカゴマラソン 

27 回Mile Post-Race Party会場内にあります。 
 

レース当日の走者の結果 

ゴールした走者の結果は、27 回 Mile Post-Race Partyでの“レース当日の走者の結果”テン

トで確認してください。ボランティアは、参加者や観客のレース当日の非公式結果を探す 

お手伝いをします。 
 

Goose Island Beer Co. でレース後の祝杯を堪能してください  

グースアイランド（Goose Islan） はシカゴでのレース当日のリフレッシュメントの先導役

を務めることを誇りに思います。レース終了後すぐに、グラントパークの バトラーフィール

ド（Butler Field）で開催されるBiofreeze 第 27 回Post-Race Partyでグースアイランド  312   

アーバンホイルエールか、Born + Raised クリームエールをお楽しみください。 
  

Biofreeze 第 27 回 Post-Race Party 終了後は、市内の 5 か所で開かれるグースアイランド レ

ース後参加者祝賀会（Post-Race Participant Celebrations）で祝杯を満喫してください。

2019年完走メダルを着用し、パーティ会場 5 か所のいずれかを訪れる先着 312 人の方々を

対象に最初の312 アーバンホイルエールは店からのおごりです！ 
 

本年のグースアイランドレース後参加者祝賀会の開催場所：  

Goose Island Tap Room 
1800 W. Fulton St. 
Chicago, IL 60622 

Lizzie McNeal’s 
400 N. McClurg Ct. 
Chicago, IL 60611 
312.467.1992 

The Scout Waterhouse + 
Kitchen 
1301 S. Wabash 
Chicago, IL 60605 
312.705.0595 

Hard Rock Café Chicago 
63 W. Ontario St. 
Chicago, IL 60654 
312.943.2252 

The Plaza at Park Grill 
11 N. Michigan Ave. 
Chicago, IL 60602 
312.521.7275 

Goose Island Brewhouse 
1800 N Clybourn Ave.  
Chicago, IL 60614 
 

 

 

Abbott Health & Fitness Expo 会場のグースアイランド鉄道車両を訪れ、グースアイランドの多種
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多様なビールを試飲してみてください。 
 

レース後 

レース結果  

レースの非公式結果はレース当日、chicagomarathon.comでご覧いただけます。10 月 14 日

（月）版のシカゴサトリビューン紙は、2019 年バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソ

ン紙面で記念し、レース当日を特集して非公式結果一覧を記載します。* 
 

レース結果が正式に確定したら、完走者にはデジタル版完走者証書をダウンロードする 

リンクがメールで送られます。正式な完走者にはすべて、イベント後に結果一覧、レース

当日の記事および写真とともに、2019 年バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソン結

果帳が郵送されます。 
 

＊校了締切の関係上、シカゴトリビューン紙ではバンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソン

を 6 時間30 分以内に完走した全参加者の名前の記載を保証はできませんが、可能なかぎり記載す

るよう努めます。 
 

年齢別部門およびアワード 

下記の各年齢別部門の上位 5 名には、名前を刻み込んだ完走者メダルを贈呈します。年齢

グループメダルは、レースの全レース結果が正式に確定した後に勝者に郵送されます。 

 

男性と女性：16-19、20-24、25-29、30-34、35-39、40-44、45-49、50-54、55-59、60-64、65-69、

70-74、75-79、80 以上 
 

医療 

医療サポート 

医療サポートは、コース沿いの 21 ヵ所で受けられます。20 ヵ所の補給所と追加医療  

テントが最終マイル地点にあります。医療テントは高い、赤ブレードの標識に医療アイコ

ンで表示されています。医療テントにはそれぞれ、医療専門家チームが常備し、緊急およ

び応急措置セットが備えられ、救急サービスにも対応しています。 
 

グラントパークではゴールラインを超えてすぐの地点に、医療テント本部、足病治療  

テントおよびアイス補給所が用意されています。Biofreeze 27回 Mile Post-Race Party会場に隣

接して、グラントパークにはもう 1 ヵ所医療テントがあります。全参加者の安全を考え、

医療施設に来ることができるのは医療支援が必要な対象者のみです。 

 

手を貸し、命を救おう！参加者、ボランティア、イベントスタッフは、レースウィーク EAS の 

E メールで指導的なハンズオンリーCPR のビデオにアクセスするリンクを受け取ります。 
 

走者移送サービス 

走者移送車両は、参加者がレースを完走できない場合に、20 ヵ所の全補給所からグラント

パークに戻る非緊急移送のために用意されています。走者移動標識および緑のベストを着

用したボランティアはコース内の各医療テントに配備されています。 

https://www.chicagomarathon.com/
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アメリカ赤十字「安全と健康」プログラム 

参加者が医療チームの判断により地元の病院に移送される場合、アメリカ赤十字の   よ

り広範なシカゴの「安全と健康」の連絡スタッフ がグラントパークに常備しており、患者

に関する情報を家族や友人に連絡します。「安全と健康」の連絡スタッフは、グラン トパ

ークの情報テントおよび Jackson にある家族待機医療テント（Medical Family Waiting 

Tent ）内のアメリカ赤十字「安全と健康」プログラムの医療情報局に配備されています。家

族は 888.659.9877 まで電話で「安全と健康」のオペレータに連絡し、患者について問い合わ

せることもできます。各場所についてはコースマップを参照の上、レー ス当日の前に当サ

ービスについて家族や友人にお知らせください。 
 

Balbo Hospitality（バルボホスピタリティ）テント 

Balbo Hospitality テントのチケットを購入した方は、各会場にアクセスするチケットやレース当日

の説明を Abbott Health & Fitness Expo 参加者サービスエリアのホスピタリティチケットのウイン

ドウで受け取ってください。チケットは、購入者名の下に付けます。 

 

チケットを 2  枚以上購入した場合も、チケットは購入者名の下に付けられます。別の人に

購買されたチケットは、被指名人が写真ID と実際の購入者からの署名済み許可証を 提示

して受け取ることができます。ホスピタリティチケットは、通常時間帯にAbbott Health & 

Fitness Expo 会場 で受け取ることができます。チケットがない場合、レース当日にBalbo 

Hospitality テントに入ることはできません。 
 

＊ランナーおよび観客は入場に際してBalbo Hospitalityテントのチケットをお求めいただく  
必要があります。 

 

Nike 提供 バンク・オブ・アメリカシカゴマラソン  公式 40 周年記念グッズ 

Niki が提供する公式グッズでバンク・オブ・アメリカ シカゴマラソンの体験をさらに印象深いも

のにしましょう。公式グッズコレクションには記念パフォーマンスのランニングおよびライフス

タイルのアパレルが含まれており、2019 年 9 月末以降、以下の場所でお求めいただけます。公式

完走者グッズは 10 月 12 日（土）より Nike Chicago、Nike Running Bucktown および Nike.com で販売

されます。 

 
• Abbott Health & Fitness Expo（10 月 11 日～ 12 日） 
• Nike Chicago, 669 N. Michigan Ave. 
• Nike Running Bucktown, 1640 N. Damen Ave. 
• Nike.com 

• Fleet Feet Old Town, 1706 N. Wells St.   

• Heartbreak Hill Running Company, 2148 N. Halsted St. 
 

記念グッズ 

2019 年バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンの記念商品は、レース当日、 Abbott Health 

& Fitness Expo 会場で販売いたします。 

 
詳細は、chicagomarathon.com/commemorativemerchandise で確認してください。 

https://www.nike.com/
https://www.nike.com/
https://chicagomarathoncm.tsmgi.net/
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MarathonFoto レース写真 

MarathonFoto は、 30 年間バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンの公式      

フォトグラファとして参加してきました。本年、MarathonFoto には120 人以上の写真家が

コース沿いおよびゴールライン等、方策上重要な13 ヵ所以上で写真撮影を行います。立派

に達成された完走後、参加者はバンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンオリジナルの

完走者の背景幕の前で完走者メダルを掲げて写真撮影します。Biofreeze 27回 Mile Post-race 

Party では、別のスナップ写真も撮影します。 

 

ゴール地点で撮影された写真は、レース当日限定のご提供と共にゴール後 30分 でお求めい

ただけるようになります。参加者の写真は全て、イベント翌日以降に、個別にランナーペ

ージに掲載されます。 
 
詳細は marathonfoto.com で確認してください。 
 

GO 空港エキスプレス 

GO 空港エキスプレスは、O’Hare および Midway 空港間で効率的で経済的な空港シャトル交

通機関を提供します。GO 空港エキスプレスの受付カウンターは、空港の荷物受取場所にあ

ります。O’Hare カウンターはターミナル 1～3 内およびターミナル 5 の外にあります。

Midway 空港のカウンターはDoor 2 にあります。シャトルは O’Hareから10～15 分間隔で、

Midwayからは20～25分間隔で運行しています。 

 

シャトルは事前予約する場合、2 名様まで 1 人$20 でご利用いただけます。3 名様以上の団

体様には割引が適用され、1 人$16 となります。ご予約は、airportexpress.com/reservations 

をご覧いただくか、電話（800.284.3826）でお問い合わせのうえ、コード「MARATHON」を

ご利用ください。プライベートチャーターのご利用は、773.843.2420 にご連絡ください。 

 

シカゴトリビューン紙記念の結果パッケージ 

シカゴトリビューン紙特集の結果パッケージには、シカゴマラソンを 6:30:59 以内に完走し

た完走者の氏名とタイムが記念版として掲載されます。参加者アカウントで先行予約の手

続きをしてください。（以下を含む完全パッケージを受領できます）： 

 

・公式バンク・オブ・アメリカ・シカゴマラソン結果欄 

・マラソン大会のプレビューと総括が特集されるシカゴトリビューン紙の日曜日

（レース当日）版および月曜日（レース後）版 

・記念版プリント（10″x10.5″） 

・出荷／取り扱い 
 

素晴らしい達成を祝う瞬間 – 人生の報道価値のある達成 
 

City Scents （シティの香り）フラワー販売 

City Scents は、オンラインおよびレース当日の購入で「幸運」や「祝賀」の生花や花束を 

https://www.marathonfoto.com/
https://www.airportexpress.com/reservations
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お届けします。ホテル、自宅または勤め先への配送は、 マラソンストアの

chicagomarathon.com ページをご覧いただくか、312.836.0211 あるいは 800.886.1050 まで電

話にてご用命ください。 209 E. Ohio Street の当店でもお求めいただけます。City Scents で

は、レース当日にグラントパークのスタート／ゴール近くの 4 会場でも花束を販売していま

す。 

 

観戦情報 

レース当日ライブ中継放送 

 

NBC 5 Chicago およびTelemundo Chicago は、10 月 13 日（日）のバンク・オブ・アメリカ 

シカゴマラソンのレース当日に完全ライブ中継およびストリーミング放送を行います。

NBC 5 Chicago およびTelemundo ライブ中継のテレビ放送は午前 7～11 時、またライブ ス

トリーミングは、nbcchicago.com とtelemundochicago.com で午前 7 時～午後 3 時にご覧に

なれます。 
 

レース当日のライブ中継 

670 The Score Sports Radio は、レース当日午前 7 時から午前 11 時までバンク・オブ・アメリ

カ主催シカゴマラソンをラジオで完全生放送します。10 月 13日（日）にJosh Liss やアナリ

ストによる手に汗を握るアクションの実況解説をお楽しみいただけます。 

 

TCS 提供のバンク・オブ・アメリカ  シカゴマラソンのアプリをダウンロードしてください  

Tata Consultancy Services が提供するバンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンのアプリは、 

2019 年バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンの準備にあたっての申し分のない 

リソースです。ㇻンナーであれ、観客であれ、この無料アプリは素晴らしいレース   

ウィークの体験に向けて準備するために必要なあらゆる情報を網羅しています。 
 

携帯アプリ 2019 年版では、レース当日のㇻンナーの追跡ライブ、エリートアスリートのプ

ロフィール、ライブ・ブロードキャスト・ストリーミング、リアルタイム天気予報、インタ

ラクティブコースマップ、bib シェア、マラソンストア、イベント写真をはじめ、様々な情

報を無制限に利用できます！App Store やGoogle Play で入手できます。 
 

参加者資料は印刷しないでください。代わりに TCS 提供のバンク・オブ・アメリカ シカゴマラ

ソンのアプリのようなデジタルイベントをご利用ください。 
 

chicagomarathon.com でのライブ結果の確認 

レース当日、chicagomarathon.com でレース当日のライブを確認しましょう。レースのWeb サイ

トはモバイルでも対応しており、観客はレースの先頭集団を確認したり、友人や家族にリアルタ

イムの更新や 5K ごとのスプリットを随時知らせたりすることができます。 
 

バンク・オブ・アメリカ応援ゾーン  ― マイル  26 

ご家族やご友人にバンク・オブ・アメリカコース内のインスピレーショナル応援ゾーンに

https://www.nbcchicago.com/
https://www.telemundochicago.com/
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/#tcs
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/#tcs
https://www.chicagomarathon.com/
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集まっていただき、声援に参加してもらいましょう。応援グッズが用意されていますの

で、精一杯のサポートを送ってあげましょう！オンコースDJやドラムラインがそこにい

て、ゴールに向けて最後の実現に挑むあなたに声援を送ります。バンク・オブ・アメリカ

応援ゾーンは、Michigan Avenueと16th Streetで始まり、Roosevelt へ続きます。 
 

bankofamerica.com/chicagomarathon または #ChicagoMarathon でバンク・オブ・アメリカ主
催シカゴマラソンとお互いに繋がりましょう。 
 

チャリティブロックパーティ  

バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンは、何千という参加者が走り、大切な地域、国

および世界 を代表して寄付を募っています。これら参加者への影響力を祝し、Mile 15近く 

において、バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンはチャリティブロックパーティを開

催します。観客、家族や友人は奮って 参加の上、Whitney Young 高校近くの Adams Street と 

Loomis Street にあるチャリティブロックパーティにてチャリティ走者を応援してください！ 

2012年以来、バンク・オブ・アメリカ シカゴマラソンのランナーは、200億USDドルを募

金で集めました。プログラムの組織に関する詳細は、chicagomarathon.com/charity で確認

してください。あなたが世界を変えます！ 

イベント規則 

以下のイベント規則は、大規模なイベントを製作および監督し、全参加者の安全を保証

し、地方自治体の許可要件を満たし、参加者のパフォーマンス記録およびイベント責任に

関して適用するアメリカ陸上競技連盟（USATF）並びに国際陸上競技連盟（IAAF）規制に

準拠することを目的としています。 

 

参加 

● 登録者は、スタートからフィニッシュラインまで、全コースを完走する能力があ

る必要があります。このイベントの制限時間は、6 時間 30 分です。 

● 登録するには、イベント当日に 16 歳以上である必要があります。18 歳以下の参

加者は参加を許可する親または法定保護者による署名書が必要です。 

● 各参加者には、イベントに参加する前に、登録プロセスでイベント権利放棄書に

署名していただきます。18 歳未満の登録者は、申請免除を親または法定保護者に

署名していただきます。 

● イベントの制限時間および出場年齢制限は、いかなる種類のエントリおよび参加

形態にも当てはまります。 

● 障害に対応した宿泊施設を利用したい参加者は、障害者アスリート調整者 

（awdprogram@chicagomarathon.com）まで書面による要請を提出する必要があります。 

● 参加者レース番号 Bib は、固有の個人識別子で他人との交換、譲渡、販売を行う

ことはできません。 

https://about.bankofamerica.com/en-us/partnering-locally/chicago-il.html?cm_mmc=EBZ-EnterpriseBrand-_-vanity-_-EB01VN00A5_chicagomarathon-_-NA
https://events.hakuapp.com/events/a661577e2f70f66b2cbc/charity_partners
mailto:awdprogram@chicagomarathon.com
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● レースエントリ／Bib 番号の販売および譲渡は固く禁じられており、失格となる

場合があるほか、今後のイベントへの参加が禁じられる可能性もあります。 

● レースのエントリおよび付随的購入は、いかなる場合も払い戻しおよび譲渡は不

可です。 

 

パケット（bib 番号）の受け取り 

● 参加者は、通常時間帯にAbbott Health & Fitness Expo 会場 でパッケージを受け取

る必要があります。例外はありません。 

● 参加者は、パッケージ受け取りの際に写真IDを提示し、Bib 番号が割り当てられ

た登録者本人であることを証明する必要があります。 

● 参加者は、レース中にbib 番号に取り付けられる計時機器を正しく着用する責任

を負います。 

 

イベント当日 

● 参加者は、イベントにおいてレーススタッフ、ボランティア、医療スタッフ、セ

キュリティ担当者、および市の職員のイベント関係者から出される指示に従う必

要があります。 

● 参加者全員は、イベントへの参加中、プロフェッショナルで礼儀正しい振る舞い

をすることが期待されています。例えば、コース内で辺り構わず放尿や排泄をす

る行為は厳禁です。トイレでのみで行ってください。当行動規則に違反した者は、

イベントで失格となり、コースを離れるよう勧告を受けます。 

● 参加者全員には、個々にイベント BIb 番号が割り当てられます。イベントの

間、この番号をランニング着の正面（適用可能であれば背面も可の場合あ

り）に目立つように着用する必要があります。イベント bib 番号は発行時に

着用します。適切な bib 番号がない場合、参加者はいずれもイベントに参加

することは許可されません。 

● 自撮り棒、カメラ架台、カメラリグのイベント中の使用は禁止されています。 

● 参加者または参加者以外で車輪付き器具をコース内で使用することができる

のは、以下の対象者に厳しく限定されます：(a) 許可および登録済み車椅

子、ハンドサイクル参加者およびデュオチーム (b)コース内を自転車移動す

る許可済み関係者。 

● ビデオ機器、コンピュータ、ドローン、無人機、それに相当する機器のコー

ス上およびコース付近での使用は禁止されています。 

● ベビージョガー、ベビーカー、スケートボード、ロイーラーブレード、未認

可自転車またはその他の車輪付き器具のコース上での使用は許可されてい

ません。 

● マラソンコースで禁止されている他の品目には以下を含みますが、これらに
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限定されません：大きなバッグ（バックパック、スーツケース、ローラー

キャリーバッグ）、固い素材のクーラーボックス、顔を覆う      

コスチューム、身体の外周にまで伸びている無形成のかさばる衣装、小道具

や備品、非ランニング装置、ペット／動物（特定の作業または障害者向け

のタスク実行にあたって訓練されているサービスアニマルを除く）、アル

コール飲料、違法物質、椅子、武器、遠隔操作 の小型飛行機やドローン、

Camelbaks®  およびあらゆる種類のハイドレーション・バックパック。疑

義を避けるために、燃料ベルトや携行型水筒はこの対象外とします。グラ

ントパークに入る前に、容器の中身を空にするようお願いされることがあ

ります。 

● 参加者は、公認開始時間にイベントを開始する必要があります。 

● 大会における完走時間の上限は6時間30分です。公式のエンド車両が最後

尾集団の後ろを走行し、コースにおいては、15分／マイルのペースで追

尾します。 

● 参加ランナーは、イベントの時間要件の（およそ）15 分/マイル以上の速

度を維持し、スタートからゴール地点までフルマラソンを走行する必要があ

ります。規定時間内に完走できない参加者は、公式の完走者として記録ま

たは発表されず、エイドステーションや交通安全担当員からコース全般に

おいてフルサポートを受けられない、もしくはフルマラソン距離の完走が 

許可されない場合があります。 
 

 

スタート 

● 参加者は、イベント管理により毎年設定される標準記録に従って、指定され

た「スタート陣営の集合場所」が割り当てられます。割り当ては参加者が提

出または実行した、あるいは登録時点で示した資格認定パフォーマンスの

評価に基づいて行われます。 

● スタート陣営の集合場所は、パッケージピックアップ券のメールまたはイベ

ントウェブサイト（chicagomarathon.com）上で参加者に通知されます。 

● 参加者全員は、レースの開始時間およびスタート陣営の集合場所へのチェックイ

ン方法を知っておく責任があります。参加者は全員、指定時間に集合して指示を受け、

レースの公式スタートに参加する必要があります。 

● 参加者は、割り当てられたスタート陣営の集合場所に、遅くてもスタート陣

営の集合場所の閉場およびレース開始前までには集合してください。割り 

当てられていないスタート陣営に入場するアスリートは、他の参加者がすべ

てスタートラインを超えてからスタートするように求められます。 

● 参加者全員は、指定エントリポイントのスタート陣営集合場所に入場する必

要があります。フェンスを登ったり、または不正な入場の仕方をしたりする

者は、イベント参加は失格となります。 

● 参加者全員は、レース開始に先立って公式スタートラインの後ろに整列する必要

https://www.chicagomarathon.com/
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があります。 
 

コースのモニタリング 

● イベント関係者、市の職員またはコース関係者の指示に従わない参加者、 

スポーツマンらしからぬ振る舞いをする参加者、または関係者、ボランティ

ア、参加者や観客などに言葉や行動で不快感を与える参加者は、失格になる

可能性があり、レース関係者の裁量により今後のイベント参加が行えなくな

る場合もあります。 

● 参加する、ペースを作る、または他の参加者を支援するなど、その目的にか

かわらず、コースを一度離れてからレースを再開することは許可されてい

ません。 

● コース統制司令官、イベント関係者、または監視装置により、コースを意

図的に短縮する（“近道をする”）などの不正を行ったことが確認された

参加者は、失格となります。 

● 他の人から何らかのサポートを受けた参加者は、失格となる場合がありま

す。“サポート”に は、技術的な連絡機器など、方法は問わず、アスリー

トにとって直接または間接的にアドバイスや情報となる内容の伝達などが含

まれます。正式にイベントには参加していない者がペース設定することも含

まれます。レースで正式に指定されたガイドや契約済みペースセッターの 

参加はここには含まれません。ただし、当該のペースセッターがイベント

でスタートした場合です。 

● 公式イベント Bib 番号、計時装置を着用しない参加者、または公式に割り当

てられている Bib、または公式計時装置を使用していない参加者は、今回の

レース、および今後のイベントから失格となります。 

● 登録した参加者、または認定されたイベントスタッフ以外がコースに立ち入

ることは許可されていません。イベントの進行中、イベント管理により事前

の許可を受けることなく、登録した参加者以外が走者の伴走を行ったり、

他の人から支援や給水／栄養補給を受けたりすること は許可されていませ

ん。公式イベント bib 番号を適切に表示していない者は、コースを離れるよ

うに指示を受けます。 

● イベントの進行中の公式医療スタッフによる現場での診察は、支援とは見

なされません。よって、参加者がレースを続行できると判断された場合も

失格とはなりません。 
 

参加者の安全 

● ビデオ機器、コンピュータ、および同等の機器を、参加者がイベント中に使

用することは禁止されています。コース内での使用が許可された参加者また

は他の人物による車輪付き器具の使用は以下の通り、対象者に厳しく限定

されます。(a) 許可および登録済み車椅子およびハンドサイクル参加者 (b) 

コース内を自転車移動する許可済み関係者ベビージョガー、ベビーカー、
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スケートボード、ロイーラーブレード、未認可自転車またはその他車輪付き器具の

使用は許可されていません。 

● 参加者は、参加者用マップ、施設、および案内で使用されるイベント関連の記号や

標識を認識し理解する責任があります。 

● イベントにより医療行為を行うよう認定された医療スタッフは、苦しんでいるよう

に見える参加者の診察を行う場合があります。公認医療スタッフの独自判断により、

参加者の健康と安否上最適と思われる場合、医療スタッフは参加者をイベントから

退場させることができます。 

● 参加者は、イベントスタッフ、医療スタッフ、消防署員および警察官を含む政府関

係者によりリタイアするよう命じられた場合、ただちにリタイアする必要がありま

す。 

● 参加者は、イベントのためのトレーニング、またはイベントへの参加により生じる

すべての医療費を支払う責任、および法的責任があります。この費用には、救急車

による輸送、入院、診察 費、医薬品および医療サービスが含まれますが、これら

に限定されません。 

● イベント関係者は、緊急事態および悪天候に関する緊急時プロトコルに従って、悪

天候によりレースを遅延、キャンセル、または延期する権利を有しています。 

 
結果の計時 

● 参加者全員には、イベントに先立って bibに取り付けられている計時機器を提供されま

す。時計の時刻（スターター時間）は、指定エリートアスリート、アメリカン開発  

プログラム参加者および車椅子参加者向けの公式タイムです。公式タイムはエアホーン

で レースのスタートから、参加者がゴールラインに到達する地点まで記録されます。

タイムは、次の最高秒数に四捨五入されます。ネットタイム（スタートラインに到達し

た時からフィニッシュするまでのタイム）は、指定エリートアスリート、アメリカン開

発プログラム参加者および車椅子参加者に関しては、どのような目的であっても使用し

ません。 

● スタート陣営の集合場所であるA、B、C、D、E、F、G、H、J、K、Lの参加者 の公式

タイムは、参加者がスタートラインを超えた地点からフィニッシュラインを超えた地点

までの電子計時装置タイム（所要正味時間）となります。 

● 参加者は、正しいゴール時間が計測されるよう、BIb番号が永久的に装着 された

配布の計時装置をスタートラインからフィニッシュラインまで着用している必要

があります。 

● 正味時間がイベントの正味時間制限（6 時間 30分を超えてしまった参加者は、 

公式完走者とは見なされません。 
 

計時による失格 

・ レース中、2 つ以上の計時装置を着用していたことが判明した参加者は失格となり、結果

は記録に残りません。 

・ 公式計時チェックポイントでのスプリットタイムが欠けている、または変則的である参加

者に対しては、審査が行われ、失格となる場合もあります。 

・ ゴール時間が公式と見なされる前に、すべてのゴール時間の審査が行われます。    

参加者には、完走タイムが公式記録として採用される前に、計時タイムに異議申立を行う
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機会が供与されます。 

・ 参加者が公式ゴール時間を登録するためには、公認開始時間中にイベントを開始する（ス

タートする）必要があります。 

 

賞金と賞品 

● IAAF および USATF の認可に従い、アスリートは反ドーピング規則に従う 

必要があります。このイベント関連で発生したアンチドーピング規則違反に

より、すべての賞、ポイントおよび賞金の没収を含め、アスリート個人の

結果は無効となります。 

● ゴール時間および順位すべては、賞金が授与される前に審査を行い公式なものと

します。 

● 賞金を獲得する米国居住者は、その総額に対する税金を支払うよう求められ

る場合があります。内国歳入庁（IRS）より、社会保証番号（SSN）または

納税 ID を記入し、署名したW-9 フォームが求められます。 

● 米国居住者以外で賞金を獲得する参加者は、米国IRS の要求に従って、賞金

から源泉所得税が差し引かれる場合があります。 

● レース当日の参加者の年齢により、マスターズクラスが判定されます。 

年齢の認証が必要な場合、政府発行の写真付きID で年齢確認されます。 

● 参加者は情報開示の必要またはその他の要件を伴うことなく、自身が申告す

る性別カテゴリーに参加できる場合があります。年齢グループにて上位5位

以内で完走した年齢グループの参加者には賞品が授与され、適用のUSATF ル

ールに準じ、年齢グループの賞品の授与資格対象外の参加者には年齢と性別

確認に際し政府発行の写真付きID の写しの提出がレース後に求めれ、 
USATF ルールの順守にあたって付加的な情報の提供が要請されることがあります。 

● 賞金等の賞の対象資格者であるランナーには、適用の USATF ルールに準じ、

年齢と性別確認に際し、政府発行の写真付きID の写しの提出がレース後に

求められ、USATF ルールの順守にあたって付加的な情報の提供が要請される

ことがあります。 
 

例外 

● これら規則のいずれかへの権利放棄書を要請する個人は、遅くともイベント 

日付の 30 日前には要請の実質的内容および理由を明記した書面による要請を提

出する必要があります。 
 

改訂／指定／承認 

● イベント関係者は、イベント規則のすべて、あるいは一部を変更、補足、ま

たは撤回する権利を有しています。 

● 参加者は、イベントに先立って発行されるイベント規則に対する変更、また

は補足に従うものとします。 

● これらイベント規則に従うことを怠った場合、即時失格、賞金はく奪、公式
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結果からの削除などの結果となります。 
 

バンク・オブ・アメリカ主催シカゴマラソンは、USATF および IAAF 規定の規則に従い、参加者
は同規則への順守義務があります。スポーツ管理運営機関の権限による規定の規則に関する詳
細は、usatf.org で確認してください。 
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