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ファンダフル ENJOY！リレーマラソン 

in 夢の島公園 AUTUMN 

 

2017年 10月 22日（日） 

会場：都立夢の島公園 陸上競技場 

 

 

 

この度は「ファンダフル ENJOY！リレーマラソン in夢の島公園 AUTUMN」にエントリー頂き、誠にありがとうございます。 

本大会に関するルール、スケジュール、注意事項についてご案内します。 

選手の皆様におかれましては、当日までに内容のご確認を頂きますようお願い申し上げます。 

 

 

 

【ファンダフルラン実行委員会 大会事務局】 

TEL：03-5774-5329（平日 11:00-17:00／土日祝休み） 

MAIL：fundorful@pia.co.jp（24 時間）   

住所：〒150-0011 東京都渋谷区 1-2-20 渋谷ファーストタワー ぴあ株式会社 ライブ・クリエイティブ事業局 

 

※大会当日のお問い合わせ：090-9332-6822（大会当日 7:00-17:00 のみ利用可） 

 

 

 

大会にエントリーされた皆さまへ（大会要項） 

mailto:fundorful@pia.co.jp（24時間


2 

＜全体スケジュール＞ 

2017 年 10 月 22 日（日） 

9:30-  大会受付（10:30 まで） 

10:30- 開会式 

11:00- 親子マラソンスタート 

11:30- ハーフリレー、フルリレースタート（-16:00全種目終了） 

 

＜受付＞ 9:30-10:30（本部テントにて） 

 代表者の方のみ、ゼッケン引き換えはがきをお持ちの上、受付テントまでお越し下さい。受付はチーム全員がお揃いでなくても問題ございません。 

 ※はがきをお忘れ（または紛失）になった場合、代表者の方のお名前、お電話番号等で照合します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会場・アクセス＞  

【電車】 東京メトロ有楽町線・JR京葉線・りんかい線「新木場」駅より徒歩 10 分 

【バス】  東京メトロ「東陽町」駅から都バスに乗り換え、「夢の島」停留所より徒歩 7 分 

【車】    高速湾岸線「新木場インター」より 5 分 

●第 1 駐車場（24 時間／352 台） 普通車：2 時間まで 300 円（以後 60 分 100 円）、9～24 時間 1,000 円 

●第 2 駐車場（24 時間／103 台） 普通車：2 時間まで 300 円（以後 60 分 100 円）、9～24 時間 1,000 円 
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＜コースマップ＞ 

 

＜制限時間＞ 

親子マラソン：20 分   ハーフリレー：2 時間 30 分   フルリレー：4 時間 30 分 

 

＜周回数＞ 

親子マラソン：図のスタート地点からフィニッシュ地点までの 1km 

 

ハーフリレー：700m（第 1 走）＋ 1.2km×17 周 ※計測上は 18 周でフィニッシュ。 

 

フルリレー：1,395m（第 1 走）＋ 1.2km×34 周 ※計測上は 35 周でフィニッシュ。 

 

＜スタート地点＞ 

親子マラソン：フィニッシュ地点から本コース上で 1km下がった位置をスタート地点とします。 

 

ハーフリレー：フィニッシュ地点から本コース上で 700m下がった位置をスタート地点とします。 

※第 1 走はスタートからフィニッシュ地点までの 700m 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：フィニッシュ地点からトラック上で 195m下がった位置をスタート地点とします。 

※第 1 走はスタートからフィニッシュ地点までの 195m(トラック内)＋本コース 1周(1.2km)を走ると、たすき渡しが可能です。 

 

＜本コースの距離変更について＞ 

夢の島公園における東京オリンピック・パラリンピック会場工事の影響により、本コースが周回 1km→周回 1.2km に変更となっております。 

ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
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＜フィニッシュ地点（周回地点）＞ 

・現地では、「計測テント」、「計測マット」、「計測アンテナ」が設置されています。 

・最終周回に入ったチームには、計測スタッフよりゼッケン番号の読み上げを行います。 

 

＜人数＞ 

親子マラソン：1 組 2 名   ハーフリレー：1 組 2-10 名   フルリレー：1 組 2-15 名 

※チーム内のメンバー変更等は受付の際にご報告下さい。また、当日の部門変更は不可とします。 

 

＜タイム計測＞ 

親子マラソン： 

・各組に計測タグを装着した「ゼッケン」をお渡しします。 

・小さなお子様もいらっしゃいますので、走行の際は怪我のないようにお気をつけ下さい。 

・フィニッシュの際は、必ず親子で手をつないで下さい。 

・フィニッシュ後、計測チップを回収致します。紛失・未返却の場合、4,320円の請求が発生します。 

 

リレー種目： 

・各チームに計測タグを装着した「たすき」をお渡しします。 

・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。 

・リレー（たすき渡し）は決められたリレーゾーン内で行って下さい。その他の場所でのリレーは不可です。 

・フィニッシュ後、たすきを回収致します。紛失・未返却の場合、4,320円の請求が発生します。 

 

《よくあるご質問》 

 Q：1度走った人はもう走れないの？ 

    A：何度走っても OKですよ！チーム内でご自由にお決め下さい。 

 Q：1名が連続で何周も走ってもいいの？ 

    A：もちろん OKです！ただし、ゴールまでに必ず 1人 1周以上走るようにして下さい。 

 Q：ゴールするとき、チームの皆で走りたいんだけど・・・。 

    A：他の方のご迷惑にならないよう、競技場のトラック内のみ OK とします。周囲へのご配慮をお願いします！ 

 

＜レース速報サイト＞ 

順位一覧、周回数、ラップタイムはレース速報サイト（www.timesync.jp/fundorful/）にてご確認頂けます。 

※速報サイトはスマートフォン、携帯電話等よりアクセスすることが可能です。 

※速報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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速報サイト（QR コード） 

http://www.timesync.jp/fundorful/
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＜伴走＞ 

・何らかの理由により 1 人で走行することが困難な場合、１名が伴走することが可能です。 

※伴走者には専用ゼッケンをお渡ししますのであらかじめ受付にてお申し付け下さい。尚、未就学児のお子様を伴走者とすることは出来ません。 

 

＜給水＞ 

・コース上に給水所はございません。リレーゾーン後方に水、スポーツドリンクの入ったジャグを設置しますので、譲り合ってご利用下さい。 

 

＜参加賞・完走証＞ 

参加賞：受付にてお渡しします。代表者の方は先にゼッケンの引き換えを行って下さい。 

完走証：ゴール後、計測テントにて順番にお渡し致します。スタッフの案内に従って下さい。 

 

＜表彰＞ 

親子マラソン：1～3 位 

※親子マラソンの表彰式は、リレーマラソンのスタート後に行います。 

 

リレーマラソン：部門別 1～3 位／男子の部、女子の部、混成の部、ファミリーの部 

※エントリーが 3 チーム以下の場合、1 位のみを表彰します。表彰式は各部門の対象チームが揃い次第、随時行います。 

 

＜救護＞ 

・本部に救護スタッフが待機しております。怪我、事故など生じた場合はスタッフの指示に従って下さい。 

※あらかじめ保険証のコピーなどご持参下さい。理由を問わず、体調に不安がある場合の出走はお控え下さい。 

 

＜開催の可否について＞ 

・本大会は雨天決行です。 

※暴風雨や降雪などの荒天、天変地異などの災害により会場使用不可と判断した場合は大会中止になります。 

※大会中止の場合、当日 7 時までに大会 HP(http://fundorfulrun.jp/autumn2017/)でお知らせします。 

 

＜注意事項とお願い＞ 

●陸上競技場内に更衣テントのご用意がございます 

 

●親子マラソン出場者のみ、お荷物のお預かりを実施します。リレーマラソン出場者はチームごとにお荷物の管理をお願いします。 

 ※貴重品のお預かりは、種目に関わらず一切行っておりません。 

 

●陸上競技場は、コース使用部分を除き待機スペースとして広く開放します。レジャーシート、簡易テントなどは各自でご準備下さい。 

※陸上競技場内は雨除けができるスペースはございませんのであらかじめご了承下さい。 

 

●チーム内で発生したゴミは必ずお持ち帰り下さい。主催者は大会で使用する紙コップや使用済みゼッケンのみ回収します。 

 ペットボトル、空き缶、弁当ゴミなどの放置を見かけた場合、スタッフからお声を掛ける場合がございます。 

 

●公園内における火気の使用は厳禁です。 

 

●陸上競技場内は全面禁煙です。また、本会場内に喫煙所の用意はございません。 

 

●園内は一般来園者の通行を最優先とします。ご年配者やお子様の往来等の状況により一時的に走行をお止めする可能性がございます。 

 

・フィニッシュ後、表彰対象者以外は流れ解散となります。お忘れ物のないようご注意下さい。 
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＜大会ゲスト＞ 

～ものまね界最速ランナー!!～ 

M高史（えむ たかし／ものまねアスリート芸人） 
1984 年 9 月 28 日生／東京都出身／身長 172cm 

 

【所属事務所】 株式会社クロスブレイス 

 

【公式サイト】 https://ameblo.jp/monomane-athlete-mikami/ 

 

【経歴】 

駒澤大学(陸上競技部) → 福祉施設勤務 → ものまねアスリート芸人 

 

【プロフィール】 

中学・高校時代は陸上部にて長距離に力を入れ、駒澤大学に入学後陸上競技部に入部。 

卒業後は知的障がい者施設の支援員として約 5 年勤務をし、2011 年 12 月より「ものまねアスリート芸人」に転身した。 

公務員ランナーとして有名な川内優輝のそっくりさんなどで注目されていき、マラソン大会のゲストランナーや MC の他、幼稚園、学校、障がい者施設、

高齢者施設への訪問、国際交流イベントのゲスト、東京マラソン 2017 チャリティアンバサダー、東京マラソンウィーク宣伝部長を務め、土日祝日は、マ

ラソン大会やイベントに引っ張りだこである。 

英語が堪能で、定期的に日本一ゆる~い英会話サークルなども開催しており、自身で考案した「ものまね体操」「ジャパササイズ」で世界中の老若男女

に元気・笑顔・健康をアシストできるようなエンターテイナーをめざし日々精進している。 

 

【実績】 

東京マラソン 2016 キックオフイベント/スポーツ絆ランニングフェスティバル/ワールドランナーズ・ジャパン新春ランニング感謝祭, etc. 

 

【所持資格】 

教員免許(中学社会・高校公民)/社会福祉主事/障がい者スポーツ指導員/介護予防指導員/認知症予防脳トレ士/幼児リトミック講師/日本ラン

ニング協会かけっこアドバイザー/中国語検定準 4 級/トークコーディネーター3 級/メンタルトレーナー3 級/普通救命講習 

 

～M高史 presents ランニングクリニックを開催!!～ 

 

 

 

 

対象：会場にお越しの全ての方 

時間：10:00頃～  

受付：事前予約なし／無料 

備考：10:00 までに受付を行い、ゼッケンを装着してステージ前にお集まり下さい。 
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＜夢の島熱帯植物館＞ 

 

「東京都 夢の島熱帯植物館」は、楽しみながら植物に親しみ学ぶ場として昭和 63年に開館されました。 

熱帯と亜熱帯の植物を集めたドーム型大温室を中心に、映像ホール、情報ギャラリー、イベントホールなどから

構成されています。 

 

●ハロウィーンパーティー 開催中♪ 

  

本大会にご参加の皆様には、受付にて「熱帯植物館入園券※」をプレゼントします。 

レースが終わったら、ぜひ皆さんでお立ち寄り下さい！ 

※入園券は中学生以上の方にお渡しします。小学生以下はいつでも入場無料です。 

夢の島名物“おばけカボチャ”と遊ぼう 

場所：芝生広場・イベントホール 

時間：9:30～17:00（入館は 16:00 まで） 


