
第2回神宮球場リレーマラソン 大会要項 

           開催：2019年3月23日（土） 

           会場：明治神宮野球場 

【問い合わせ】 神宮球場リレーマラソン大会事務局 

 TEL：03-5774-5329（平日11:00-17:00／土日祝休） MAIL：fundorful@pia.co.jp 

 大会当日の緊急連絡先：080-6643-2913（7:00-17:00） 
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大会概要1 

【名称】 

 第2回神宮球場リレーマラソン（http://jingu-run.jp/） 

 

【開催】 

 2019年3月23日（土） 雨天決行 

 

【会場】 

 明治神宮野球場（〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町3-1） 

 

【種目】 

 ●親子ペアラン 

  人数：1組2名 

  距離：1km（1kmコース×1周） 

  時間：制限時間は15分とします。 

 

 ●ハーフリレーマラソン 

  人数：1チーム2～10名 

  距離：21.1km（100m＋1kmコース×21周） ※第1走は1.1kmを走るとたすき渡し可。 

  時間：制限時間は2時間30分とします。 

  部門：男子の部／女子の部／ミックス（混成）の部／ユニフォームの部 

 

 ●フルリレーマラソン 

  人数：1チーム3～15名 

  距離：42.195km（195m＋1kmコース×42周）※第1走は1.195kmを走るとたすき渡し可。 

  時間：制限時間は4時間とします。 

  部門：男子の部／女子の部／ミックス（混成）の部／ユニフォームの部 

 

【主催】 

 ぴあ株式会社 

 

【協力】 

 株式会社ブースト 

 

【協賛】 

 ［特別協賛］ファイテン株式会社、［協賛］uP!!!ライブパス、Jaybird 

 

【後援】 

 公益財団法人東京陸上競技協会 
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大会概要2 

【スケジュール】 

 7:30- 選手受付開始 ※各種目スタートの30分前までに受付を終えて下さい。 

 8:00- 開場 

 8:30- 開会式 

 9:00- 親子ペアランスタート（制限時間15分） 

 9:45- ハーフリレースタート（制限時間2時間30分／12:15まで） 

 12:30- フルリレースタート（制限時間4時間／16:30まで） 

 16:30- フルリレー終了／閉会 

 -17:00 閉場 

  

【表彰】 

 ●親子ペアラン：上位3組／ハーフリレー表彰式を行います。 

 ●ハーフリレー、フルリレー：各部門上位3チーム／表彰式は随時行います。 

               ※部門エントリーが3チーム以内の場合1位のみ表彰とします。 

 

【参加賞】 

 あり（受付にて配布） 

 

【記録証】 

 あり（フィニッシュ後に計測テントにて配布） 

 

【荷物】 

 親子マラソンのみ荷物保管スペースあり。 

 リレーマラソンはチームごとに荷物の管理を行って下さい。 

 

【給水】 

 コース上にはございません。リレーゾーンの後方付近に1ヶ所設置します。 

 

【備考】 

 距離表記なし。 

 

【保険】 

 主催者がスポーツ保険に加入し、参加者の死亡・後遺障害、入院、通院を補償。 

  ※往復途上の補償はなし。 

  ※補償金額の範囲制限あり。 



事前のご確認事項 



会場／アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会場】 

 明治神宮野球場（〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町3-1）  

   

【アクセス】 

 東京メトロ銀座線「外苑前」駅 3番出口より 徒歩約5分 

 JR総武線「信濃町」駅 より徒歩12分 

 JR総武線「千駄ヶ谷」駅 より徒歩15分 

 都営大江戸線「国立競技場」駅 A2出口より 徒歩約12分 

 ◆詳細はこちら：http://www.jingu-stadium.com/access/ 

 

＜ご注意＞ 

 ・専用の駐車場、駐輪場はございません。徒歩、または公共交通機関をご利用下さい。 

 ・神宮球場付近でのタクシー乗降は混雑の原因となるためご遠慮下さい。 

受付は7番入口付近で行います。 

図面出典：明治神宮外苑 
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受付／施設利用について 

【受付場所】 

 神宮球場7番入口付近 

 

【時間】 

 ●親子ペアラン 7:30-8:30 

 ●ハーフリレー 7:30-9:15 

 ●フルリレー  7:30-12:00 

 

【受付方法】 

 1.開催1週間前を目処に、代表者様へナンバーカード引換はがきと最終案内メールを送付します。 

 

 2.大会当日、代表者は受付でナンバーカード引き換えはがきをご提示下さい。 

   はがき未着、お忘れの場合はメール画面のご提示で代用致します。 

 

 3.受付スタッフよりナンバーカード・たすき（リレーのみ）・参加賞をお受け取り下さい。 

 

【受付におけるご注意事項】 

 ・受付は大変混み合いますので、代表者のみ（または代理1名）お越し下さい。 

 ・受付の際にチーム全員がそろっている必要はございません。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【球場内施設のご利用について】 

 ◆更衣室 

  神宮球場内の諸室を更衣室として使用します。先に開催する種目の方を優先して下さい。 

 

 ◆お手洗い 

  神宮球場内のお手洗いをご利用下さい。 

 

 ◆喫煙所 

  神宮球場敷地内に1ヶ所設けます。それ以外の場所は全て禁煙となります。 

 

 ◆待機エリア（内野スタンド席） 

  選手、応援、観覧の方がご利用頂けます。おひとりさま1席まで。 

  ※通路・階段・ロビーに座り込む、レジャーシートで占有する、などの行為は禁止します。 

 

 ◆飲食エリア 

   コンコースで一部の飲食店がお飲み物、軽食などの販売を行いますので是非ご利用下さい。 

   食事は待機エリア（スタンド席）でのみ可能です。グラウンド持込厳禁!! 



会場利用にあたっての注意事項 



会場利用にあたっての注意事項 

【ご来場に際して】 

 明治神宮野球場にはお客様向けの駐車場はございません。 

 ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。 

 また、神宮球場の敷地内及び出入り口付近への車両による送迎もご遠慮下さい。 

 

【ランナー以外の同行者について】 

 応援等でご来場される同行者の方につきましては、内野スタンド席で無料観覧が可能です。 

 こちらはランナーの皆様の待機エリアとなりますのでご配慮頂きますようお願い致します。 

 ※グラウンド内への進入はできませんのでご了承下さい。 

 

【グラウンド内への持込ルールについて】 重要!! 

 ランナーの皆様の待機エリア（休憩や飲食など）は内野スタンド席となります。 

 そのため、グラウンド内への進入時は以下のルールを指定させて頂きます。 

      --------------------------------------------------------------------------------------- 

  ［グラウンド進入時］ 

   ナンバーカード（ゼッケン）を胸部に装着したランナーのみ進入可能です。 

   ランナーの方であってもナンバーカードを装着していない場合は進入できません。 

   また、人工芝養生のため必ずランニングシューズに履き替えて下さい。 

 

    ＜グラウンド内へ持ち込めるもの＞ 

     ●携帯電話、スマートフォン、コンパクトカメラ 

     ●周回チェックシート（バインダーなど）、筆記用具 

     ●ペットボトルに入ったミネラルウォーター（水） 

     ●レインコート（雨天時） 

 

    ＜グラウンドへ持ち込めないもの＞   

     ●水筒、タンブラー、缶、ビン、アルコール類 

     ●お茶・スポーツドリンクなど水以外の飲料（水以外はペットボトルでもNG！） 

     ●お弁当、おにぎり、サンドウィッチ、ゼリー、補給食全般 

     ●レジャーシート、イス、テント類、三脚、傘など 

     ●バッグなど手荷物全般（ランニングバッグは可） 

     ●スパイク、下駄、車輪のついたもの 

      --------------------------------------------------------------------------------------- 



親子ペアラン：競技ルール 



親子ペアラン：競技ルール1 

【コース】 

 ◆神宮球場のグラウンド及び外構を使用した周回1kmコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【走行距離】 

 ●親子ペアラン（1km）：1kmコース×1周 

 

【スタート時間／制限時間】 

 前半グループ（No.1～80） 9:00スタート（9:15まで／制限時間15分） 

 後半グループ（No.81～160） 9:01スタート（9:16まで／制限時間15分） 

 

【ご注意】 

 ・ご自身のグループについてはナンバーカード引換はがきをご確認下さい。 

 ・開会式後にレースが始まりますので、お着替えやお手洗いはお早めにお済ませ下さい。 

 ・スタート時の安全確保のため、80組ずつのウェーブスタートを実施します。 

 

【WEB速報サイトの提供】 

 本大会ではスマートフォン・携帯電話・PCで閲覧可能なWEB速報サイトを提供しております。 

  ※サイトのリリースは大会当日となります。ご不明な点は受付にてご確認下さい。 

 

 

    WEB速報サイト URL：www.timesync.jp/fundorful/   

http://www.timesync.jp/fundorful/


親子ペアラン：競技ルール2 

■ナンバーカード（ゼッケン）と計測タグについて 

 1.受付で1組につき2枚のナンバーカードをお渡しします。 

  片方だけ計測タグが事前に装着されています。 

  この計測タグは、レースが終わるまで絶対に外してはいけません！ 

 

 2.計測タグがついたナンバーカードは大人用、もう1つはお子様用となります。 

  同封の安全ピンで胸部に装着します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.レース終了後、大人は計測タグを手で外してスタッフまで返却して下さい。 

   ナンバーカードは記念にお持ち帰り下さい。 

 

 

■レースについて 

 ・スタート地点では、スタッフの指示に従って押し合わずにお待ち下さい。 

  小さいお子様もいらっしゃるので、全員が笑顔で完走できるようにご配慮下さい。 

 

  前半グループはナンバーカードがピンク（9:00スタート） 

  後半グループはナンバーカードがグリーン（9:01スタート）に分かれています。 

  

 ・スタートの際は大変混み合います。押し合ったり、無理な追い抜きはお止め下さい。 

 

 ・フィニッシュ地点を越える際は、必ず親子で手をつないで下さい。 

 

 ・全ての親子がフィニッシュしたら、計測テントにて完走証をお受け取り下さい。 

 

大人：裏面に計測タグあり 

子ども：計測タグなし 



リレーマラソンご参加の方へ 



リレーマラソン：競技ルール1 

【コース】 

 ◆神宮球場のグラウンド及び外構を使用した周回1kmコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【走行距離】 

 ●ハーフリレー（21.1km）：100m + 1kmコース21周＝合計21周 

   ・フィニッシュ地点より100m下がった位置をスタート地点とします。 

   ・第1走はスタートから「1.1km」を走ると1周扱いとなり、たすき渡しが可能です。 

 

 ●フルリレー（42.195km）：195m + 1kmコース42周＝合計42周 

   ・フィニッシュ地点から195m下がった位置をスタート地点とします。 

   ・第1走はスタートから「1.195km」を走ると1周扱いとなり、たすき渡しが可能です。 

 

【スタート時間／制限時間】 

 ●ハーフリレー：9:45スタート（12:15まで／制限時間2時間30分） 

 ●フルリレー ：12:30スタート（16:30まで／制限時間4時間） 

 



リレーマラソン：競技ルール2 

■ナンバーカード（ゼッケン）とたすきについて 

 1.受付で1組につき人数分のナンバーカードと、計測タグ付きのたすきを1本お渡しします。 

  計測はたすきを用いて行います。レースが終わるまで無くさないようにして下さい。 

 

 2.ナンバーカードは同封の安全ピンで胸部に装着して下さい。腰、脚、後背部は不可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.フィニッシュ後、必ずたすきをご返却下さい。ナンバーカードは記念にお持ち帰り下さい。 

 

■レースについて 

 ・1名につき必ず1周以上走行して下さい。 

 ・走行の順番、一人あたりの周回数、交代の回数など全て自由です。 

    連続で2周以上走る → OK! 

    1度走った後、休憩を挟んで再度走る → OK!! 

    走行の順番をメンバーの体調に合わせて随時入れ替える → OK!!! 

    2名以上が同時に走る → これはNG!! 

 ・たすき渡しは指定のリレーゾーンでのみ可能です。 

 ・給水所はコース上にございません。リレーゾーン付近に1ヶ所設けます。 

 

【WEB速報サイトの提供】 

 本大会ではスマートフォン・携帯電話・PCで閲覧可能なWEB速報サイトを提供しております。 

  ※サイトのリリースは大会当日となります。 

 

   WEB速報サイトはこちら：www.timesync.jp/fundorful/  

 

たすき内に計測タグあり 

http://www.timesync.jp/fundorful/


Q & A 



Q&A 1 

【受付について】 

 Q：受付はチーム全員そろっていないとダメ？ 

   A：受付は大変混み合いますので、代表者の方のみお越し頂ければ結構です。 

      チームの皆様は、待機エリアなどで合流して下さい。 

 

 Q：リレーマラソンで当日メンバーの追加や減少が生じたらどうすれば良い？ 

   A：メンバーの追加：締め切りを過ぎてのメンバー追加はお受けできません。 

      メンバーの減少：残りの人数で完走が可能であればそのままご参加頂いて構いません。 

      メンバーの変更：種目・部門・人数に変更が生じない限り、ご報告は不要です。 

 

【待機エリアについて】 

 Q：応援の人はどこまで入れるの？ 

   A：応援、観覧の方は神宮球場の内野スタンド席まで入ることができます。 

 

 Q：グラウンドに入れる時間は？ 

   A：その時点で開催している種目のランナーはナンバーカード着用の上、進入可能です。 

 

 Q：のぼりや横断幕は設置できる？ 

   A：神宮球場のフェンス、柱、壁への設置は禁止です。 

      ご自身のチームが待機する内野スタンドの座席に立て掛ける場合のみOKとします。 

 

【飲食について】 

 Q：食事はどこでできるの？ 

   A：食事は待機エリアの内野スタンド席でのみ可能です。 

      コンコースにて一部の売店もオープンする予定です。 

 

 Q：グラウンド内にペットボトル、補給食などの持ち込みはできるの？ 

   A：「会場利用にあたっての注意事項」のページをご覧下さい。 



Q&A 2 

【レースについて】 

 Q：ウォーミングアップはどこでできるの？ 

   A：8:00-8:30の間はコース内をご利用頂けます。 

      公道、コンコース、神宮球場敷地内でのウォーミングアップはご遠慮下さい。 

 

 Q：たすきはどこで渡すの？ 

   A：フィニッシュ地点（計測地点）の先にリレーゾーンを設置しております。 

      自チームの次走者を確認し、リレーゾーン内でたすきを受け渡して下さい。 

 

 Q：下駄やスパイクで走ってもいい？ 

   A：人工芝養生のため、ランニングシューズ以外での走行はご遠慮下さい。 

 

【その他】 

 Q：かぶりものはしても良い？ 

   A：常識の範囲内であれば構いません。他参加者への十分なご配慮をお願い致します。 

      モラルに反する仮装、過度な露出など、他参加者へ不快感を与えるものは禁止します。 

 

 Q：写真は撮っても良い？ 

   A：本会場は一部の立ち入り禁止区域を除き、ご自由に撮影して頂いて結構です。 

      尚、ゲストとの写真撮影はスケジュールの都合上、お断りすることもございます。 

 

    ＜ご注意＞ 

   ・走行中の撮影行為（セルフィースティック使用も含）は全面禁止とします。 

   ・グラウンド内への三脚の持込はできません。携帯電話、コンパクトデジカメはOK。 

   ・3塁側ベンチでは記念撮影が可能となります。スタッフの指示に従い、順にお並び下さい。 

    ※1塁側ベンチは立ち入り禁止エリアとなるため撮影はできません。 

 

 Q：ゲストの登場スケジュールを教えて！ 

   A：おおよその目安ですが、以下のようなスケジュールを予定しております。   

     ◎吉田香織さん         ：開会式からフルリレー終了まで 

     ◎中村優さん          ：開会式からフルリレー終了まで 

     ◎Champion TEAM CPFUの皆さん：フルリレーに2チームが参戦予定!! 

     ◆つば九郎先生         ：神出鬼没 

 

 Q：雨天の場合はどうなるの？ 

   A：本大会は雨天決行です。各自で天気予報をご確認頂き、雨天対策をお願い致します。 

      暴風雨・雷など荒天や災害発生により会場使用不可と判断した場合は中止となります。 

      中止の場合、当日7時までに以下のWEBサイトにて告知を行います。 

 

     ＜オフィシャルサイト＞http://jingu-run.jp/ 

     ＜Facebookページ＞https://www.facebook.com/JINGUKYUJORUN/ 
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会場内イメージ 


