市場deラン！（親子ペアマラソン同時開催)

第３回 松戸南部市場 ハーフリレーマラソン
（まぐろ解体ショー、タマゴつかみ取りなどイベント開催）
1周1キロのコースを21周（21.0975ｋｍ）するハーフリレーマラソン！！大好評の“市場deラン”が、今年もやって来ました！
今年も、2人から8人のリレーマラソンに加え、一周1kmの親子ペアマラソンを開催！！
まぐろ解体ショーや美味しい買い物など、市場が持っているワクワク楽しい雰囲気をそのままに、全てのランナーと応援者
が楽しめるランニングイベントです。
市場ｄｅラン！さぁ～みんなで松戸南部市場へ集合だ！！
[日にち] １０月 ８日（日）
[会 場] 松戸南部市場（千葉県松戸市松戸新田30番地）
※JR線「松戸」駅東口下車バス約10分「総合市場前」下車すぐ〔松戸駅から徒歩約26分（約2.1ｋｍ）〕
※新京成線「上本郷」駅下車徒歩約16分（約1.3ｋｍ）
[主 催] 松戸南部市場ラン実行委員会 [構成：ビーアシスト株式会社、一般社団法人シャイニング]
[協 力] 松戸南部市場
[種 目] ①親子ペアマラソン（参加は父・母どちらかの親と小学生以下の男の子又は女の子/チーム名が必要）
②ハーフ（21.0975ｋｍ）リレーマラソン （参加は小学生以上1チーム2～8名のチーム単位/チーム名が必要）
※ハーフリレーマラソンは(A)一般の部 (B)レディースの部（女子のみ） (C)ファミリーの部（親子、親族）
[参加費] （応援の方は無料）
①親子ペアマラソン 3950円（親子2名分）
②ハーフ（21.0975ｋｍ）リレーマラソン ※ (Ａ)･(B)･(C)とも同額/1名3950円
①7900円（2名で参加） ②11850円（3名で参加） ③15800円（4名で参加） ④19750円（5名で参加）
⑤23700円（6名で参加） ⑥27650円（7名で参加） ⑦31600円（8名で参加）
※参加費は、マラソン参加費、計測代、参加賞（会場で使える当日有効の金券）、会場使用料、完走証など
※参加賞は一人700円分のクーポンを発行（8人チームなら5,600円分）。当日限り市場内の飲食、買物に使えます。
【注】親子ペアは1チーム700円分
大会スケジュール
[受 付] 「松戸南部市場正面ゲート」 8:30～9:30 [開会式] 9:25
8:45～9:30
選手受付
[表 彰] ・親子／リレー(Ａ)～(Ｃ) 総合1位～3位
・トビ賞あり
9:15
選手ストレッチ
※人数に関係なくチームでの表彰
9:25
開会式
[参加資格] 小学生以上の健康な男女(18歳未満保護者の同意が必要)
9:40
親子ペアマラソン スタート
[定 員] リレーマラソン：100チーム（Ａ～Cの合計チーム数）

■競技：リレーマラソン

10:00

リレーマラソン スタート

10:05～

親子ペアマラソン 表彰式

[スタート] ①親子リレー9:40 ②ハーフリレー10:00 ※競技終了は13:00
13:00
リレーマラソン 終了
[コース] 松戸南部市場駐車場および敷地内1周約1kmの周回コース
13:00
リレーマラソン表彰式
[ルール]
〈親子ペアマラソン〉
(1)父・母どちらかの親と小学生以下の男の子又は女の子（チーム名が必要）が、1周約1kmを走ります。
(2)フィニッシュ（ゴール）時のみ親子手を繋いでゴールする。
〈ハーフリレーマラソン〉
(1)1チーム2～8名によるハーフ（21.0975km）リレーマラソン。男子・女子・年齢などの構成は自由。
(2)競技は、1人1周(約1km)以上走って次走者にリレーします。（1人が何周しても何回出走しても可能）
(3) ナンバーカード（ゼッケン）は必ず胸の位置に、また、計測はたすきに装着した計測チップでおこないます。
(4)たすきリレーは、定められたリレーゾーン内でおこないます。
(5)ハーフ（21.0975ｋｍ）を走ったタイムで順位を決します。なお、スタートより3時間にて競技を終了いたします。
(6) 登録メンバー以外の出走(代理出走)は失格の対象となります。
(7) 走行に不適当、または危険と見なした方（チーム）は競技を中止していただきます。

■イベント（まぐろ解体ショーはまぐろの入荷状況により即売会に変更になる事もありますので、予めご了承願います）
[まぐろ解体ショー] 13：00（予定）～ まぐろの解体ショーと即売会
[たまごつかみ取り] 10：30（予定）～ 舞台横でたまごのつかみ取り
[南部市場売店] 9：30～ 南部市場内の売店がオープン。競技の合間の補給食やお買物に参加賞のクーポンを使って
楽しみましょう！！（大会開催日は休市日のため一部店舗のみの営業になっています。）

▼その他
※最終要項は、開催一週間前迄にチーム代表者にメールにて送信いたします。また、受付時に提出するハガキを送付い
た します（当日必ず持参の事）。
※雨天決行ですが、荒天（台風・積雪）、不慮の事故、天災地変、国家行事等により主催者の判断にて止むを得ず中止や
競技内容の変更をする場合があります。その場合、参加申込金等の一切の返金はおこないません。 なお、中止するか微
妙な場合は、当日の朝（6:00a.m.～）よりホームページをご確認ください。
※最後まで走ったチームは完走証を発行します。（大会成績表は後日ホームページで発表いたします）
※主催者にてスポーツ保険に加入いたします。
※リレーゾーン後方でエイドステイションを設置いたします。水分補給のみとなりますがご利用ください。なお、必要に応じ
て各自（各チーム）ドリンクや補給食など市場内でお買い求めください。参加賞の金券（クーポン）が利用できます（当日限
り有効）。
※受付、競技スタート時にチーム全員が揃わなくても、チーム内で最低一人が参加していればエントリーは可能です。
※休憩場所（駐車場）は限られたスペースとなりますので、他のチームと譲り合って使用願います。
※市場内は火気厳禁（バーベキューはできません）。タバコは決められたスペースでお願いします。
【注】本大会のお問い合わせは下記【お問合先】へお願いいたします。［会場（松戸南部市場）へのお問合せはできません］

インターネット申込方法 【締切り：平成29年9月24日（日）】

大会ホームページ http://www.park-run.com/
・Ｓｐｏｒｔｓｎａｖｉ Ｄｏ（スポナビ Do） https://dosports.yahoo-net.jp/
・ＲＵＮＮＥＴ（ランネット） http://runnet.jp
・ＭＳＰＯ ＥＮＴＲＹ（エムスポエントリー） http://www.mspo.jp
・ＳＰＯＲＴＳ ＥＮＴＲＹ（スポーツエントリー） http://www.sportsentry.ne.jp
【注】締切日前でも定員になりしだい終了いたします。

西田隆維 (元陸上競技選手、俳優)

～スペシャルゲスト～

栃木県出身
駒沢大学卒→ヱスビー食品→ＪＡＬ グランドサー
ビス 引退後、俳優と後進の育成に活躍 中
〔オーランド所属〕
【主な成績】
大学時代4年連続箱根駅伝に出場 し初優勝に貢
献（9区区間新）。 第50回別府大分毎日マラソン
優勝 エドモントン世界選手権9位（日本代 表）ほ
か入賞多数

Ｍ高史 (ものまね芸人)

東京都出身
駒澤大学(陸上競技部)
卒業
福祉施設職員に就職。
2011年より「ものまね
芸人」に。
川内優輝（埼玉県庁）そっくりさ んで、
各マラソン大会にゲスト出演やものま
ねショーなどで活躍中

〔松戸南部市場アクセス〕 〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田３０
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＜バス利用＞
JR松戸駅東口バス乗り場 松戸01「三矢小台」・松戸02「野菊野団地」・
松戸03「新東京病院」・松戸05 「三矢小台」
※いずれも1番 乗り場より乗車「総合市場前」下車
＜徒歩＞
・JR松戸駅から徒歩約26分（約2.1ｋｍ）
・新京成線「上本郷」駅下車徒歩約16分（約1.3ｋｍ）
※会場（市場）の駐車場は1チーム1台のみ有料（開催中500円）にて可
能。ただし、大会開催中は車の出入りが出来ない場合があります。

［大会については「松戸南部市場」へお問合せはできません］
【お問合せ先】
〒190-0013 東京都立川市富士見町4丁目10番地10号
「松戸南部市場ラン」実行委員会
e-mail: mail@beeassist.jp
ｔｅｌ：042-595-8632〔平日10：00～15：00〕

市場deラン！

ＦＡＸ

042-525-3833

（送信先）

第３回 松戸南部市場 ハーフリレーマラソン
種

目

(参加種目に○)

親子マラソン ・ リレー 〔(A)一般の部・(B)レディースの部（女子のみ）・(C)ファミリーの部（親子、親族） 〕

参加人数 (いずれかに○／親子ﾏﾗｿﾝ不要)

2人 ・ 3人 ・ 4人 ・ 5人 ・ 6人 ・ 7人・ 8人

代表者
氏 名

性
〒

住

別

生年
月日

男・女

年

月

日

－

所
（

E-mail：
【チーム名】＊必ず記載の事

）

-

【所属】※会社名、学校名など

参加者名①
参加者名②
参加者名③
参加者名④
※親子リレーは①親・②子を記入の事

（

男
才） 女

参加者名⑤

（

男
才） 女

参加者名⑥

（

男
才） 女

参加者名⑦

（

男
才） 女

参加者名⑧

（

男
才）女

（

男
才）女

（

男
才）女

（

男
才）女

※代表者が参加する場合も参加者名に記入の事

<< 誓 約 書 >>
1.自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
2.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止、参加料返金の有無・額、通知方法等については
その都度主催者が判断し決定します。
3.私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨みます。傷病、事故、紛失等に対し、
自己の責任において大会に参加
します。
4.私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者の競技中止の指示に直ちに従
います。また、その他、主催者の安
全管理・大会運営上の指示に従います。
5.私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありません。その方法、経過等について、
主催者の責任を問いません。
6.私は、大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。
7.大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承します。
8.私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、またはチームメンバーは、本大会への参加条項を承諾して
います。
9.年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場(代理出走)はいたしません。それらが発覚した場合、出場・表
彰の取り消し、次回以降の資格はく
奪等、主催者の決定に従います。また、主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等一切の責任を負い
かねます。
10.大会の映像・写真・記事・記録等（において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報）が新聞・テレビ・雑誌・イ
ンターネット・パンフレット等に報道・
掲載・利用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。
11.大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。
12.上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります（齟齬がある場合は大会規約が優先します）。
平成

年

月

日

参加者氏名
＊保護者氏名(20才未満の参加者の場合)

㊞
㊞

