
パンのフェスfeat.ファンダフル リレーマラソン 

in 横浜赤レンガ倉庫2019 

 

大会要項 

         開催：2019年3月2日（土） 

         会場：横浜赤レンガパーク 

【問い合わせ】ファンダフルリレーマラソン大会事務局 

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

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

mailto:fundorful@pia.co.jp


大会概要1 

【イベント】 

 パンのフェス feat.ファンダフルリレーマラソン in 横浜赤レンガ倉庫 2019
（https://fundorfulrun.jp/akarenga/） 

 

【開催】 

 2019年3月2日（土） 雨天決行 

 

【会場】 

 横浜赤レンガパーク（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目1） 

 

【種目】 

 ●親子マラソン 

   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=合計21周） 

      ※第1走のみ1.1kmを走行します。 

   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／混成の部／ファミリーの部 

 

 ●フルリレーマラソン 

   人数：1チーム2-15名 

   距離：42.195km（195m＋1kmコース×42周=合計42周） 

      ※第1走は1.195kmを走行します。 

   時間：制限時間は4時間30分とします。 

   部門：男子の部／女子の部／混成の部／ファミリーの部 

 

【主催】 

 ファンダフルラン実行委員会（ぴあ株式会社 ライブ・クリエイティブ事業局内） 

 

【後援】 

 横浜市市民局、横浜市体育協会 

 

【協賛】 

 ファイテン株式会社 



【スケジュール】 

 8:00- 開場／大会受付開始（受付時間は種目ごとに異なります。） 

 9:00- 開会式（親子マラソン、ハーフリレー） 

 9:30- 親子マラソンAグループ START 

 9:45- 親子マラソンBグループ START 

 10:15- ハーフリレー START（12:45まで） 

 12:30- 開会式（フルリレー）  

 -12:45 ハーフリレー終了 

 13:00- フルリレー START（17:30まで） 

 17:30- 閉会 

  

【表彰】 

 親子マラソン：上位3組／ハーフリレー表彰式を行います。 

 ハーフリレー：各部門上位3チーム／表彰式は随時行います。 

 フルリレー：各部門上位3チーム／表彰式は随時行います。 

  ※リレーマラソンは部門エントリーが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：荷物預かりスペースあり。受付でスタッフにお尋ね下さい。 

 リレーマラソン：荷物預かりなし。チームごとに管理して下さい。 

 

【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。 

 

【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。 

大会概要2 



事前のご確認事項 



会場／アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会場】 

 横浜赤レンガパーク （〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目1） 

   

 ご注意：赤レンガ倉庫1号館と2号館の間は「パンのフェス」会場のため、通り抜けできません。 

   

【アクセス】 

 みなとみらい線「馬車道駅」、「日本大通り駅」より徒歩約6分 

 JR・市営地下鉄「関内駅」より徒歩約15分 

 JR・市営地下鉄「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分 

 

＜ご注意＞ 

 ・専用の駐車場はございません。公共交通機関をご利用下さい。 

 ・赤レンガ倉庫付近でのタクシー乗降、車両での送迎は混雑の原因となるためご遠慮下さい。 



大会受付について 

【大会受付の時間】 

大会受付は種目ごとに時間が異なりますので、以下ご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

【受付方法】 

 1.開催7日前より、代表者様へナンバーカード引き換えはがきと最終案内メールを送付します。 

 

 2.大会当日、代表者ははがきをご持参の上、受付テントまでお越し下さい。 

 

 3.スタッフにはがきを渡し、ナンバーカード(リレーはたすき付)と参加賞をお受け取り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.赤レンガパーク内の広場にて、各種目の開会式までお待ち下さい。 

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

【会場内のご利用について】 

 ◆更衣室：男女別の更衣テントを設けます。お互いに譲り合ってご利用下さい。 

  

 ◆荷物：親子マラソンのみ荷物預かりスペースを設けます。 

 

 ◆お手洗い：公園内の公衆トイレをご利用下さい。赤レンガ倉庫1号館、2号館の使用は不可。 

 

 ◆喫煙所：公園内の喫煙所をご利用下さい。それ以外の場所では禁止します。 

種目 受付時間

親子マラソン 8:00-9:00

ハーフリレー 8:00-9:45

フルリレー 10:00-12:30

注意事項 
●はがきが届かない、忘れてしまった場合 
最終案内メールの画面をはがきの代替とし、受付を行うことが可能です。 
 
●メンバー変更などについて 
メンバー変更：親子マラソンは受付でご報告下さい。 
       リレーは部門変更が生じる場合のみご報告下さい。 
 
メンバー追加：当日の追加はお受けできません。 
 
メンバー減少：リレーは2名以上であればそのままご出場頂いて構いません。 
       メンバー減少に伴う返金はございませんのでご了承下さい。 



イベント開催に当たってのお願い 

本大会の会場となる「赤レンガパーク」は、横浜市港湾局が管轄する「公園」となります。 

 

パンのフェスが開催される「赤レンガ倉庫イベント広場」とは異なり、一般来園者や観光客も往
来する公共の敷地となります。 

 

つきましては当日ご来場される皆様が気持ちよく過ごされますよう、以下お願い申し上げます。 

 

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

★赤レンガ倉庫1号館・2号館の館内と軒下は待機エリアではありません。 

 レジャーシート設置、ウォームアップ、お着替えは絶対にお止め下さい。 

 スタッフが待機エリアご移動のお願いをする場合、必ず指示に従って下さい。 

 

★簡易テント、タープ、のぼり、またそれに類するものの設置は禁止となります。 

 レインコートや荷物入れの袋など、雨天時の対策をして下さい。 

 

★赤レンガパーク内での火気の使用は厳禁です。 

 

★弁当ごみ、ペットボトルなどはチームごとに必ずお持ち帰り下さい。 

 主催者は紙コップなど大会中に発生するもののみ回収致します。 

 

★ドローン、待機エリア以外でのセルフィースティック使用はご遠慮下さい。 

 

★赤レンガパークでは一般来園者、観光客の往来が最優先となります。 

 ランナーの皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

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

 

大変お手数お掛けしますが、何卒ご理解頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 



親子マラソン：競技ルール 



親子マラソン：競技ルール1 

【コース】 

 ◆横浜赤レンガパーク～カップヌードルミュージアムパークの歩道を使用した1kmコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【走行距離】 

 ●親子マラソン（1km）：1kmコースを1周 

 

【スタート時間／制限時間】 

 ●Aグループ 9:30 START（制限時間15分） 

 ●Bグループ 9:45 START（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、30-40組ずつのウェーブスタートを実施します。 

  ナンバーカード順にご案内しますので、スターターの指示に従ってお待ち下さい。 

 

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

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


親子マラソン：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。 

 

■レースの注意点 

 ・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。 

 

 ・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。 

  その後、スピードを落として花道へお進み下さい。カメラマンが1組ずつ記念撮影を行います。 

 

 ・最後は計測テントで完走証をお受け取り下さい。 

大人：裏面に計測タグあり 

お子様：計測タグなし 



リレーマラソン：競技ルール 



リレーマラソン：競技ルール1 

【コース】 

 ◆横浜赤レンガパーク～カップヌードルミュージアムパークの歩道を使用した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】 

 ●ハーフリレー 10:15 START：男子の部、女子の部、ファミリーの部  

         10:16 START：混成の部（※混雑緩和のため1分の間隔を空けます。） 

 

 ●フルリレー  13:00 START：全ての部門 

 

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

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


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、後背部への装着は不可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.フィニッシュ後、たすきはスタッフまで必ずご返却して頂くようお願い致します。 

  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。 

  リレーゾーンの後方に1ヶ所設けますので、休憩中にご利用下さい。 

   ※ドリンクをご持参の上走行しても構いません。 

   ※走行中にコースを外れて、給水所や公園の水道を使ってもOKです。 

たすき内に計測タグあり 



Q & A 



Q&A 1 

【受付について】 

 Q：ナンバーカード引換はがきが届かないんだけど・・・ 

   A：はがき未着の場合、最終案内メールの画面のご提示で代替とさせて頂きます。 

 

 Q：受付は全員そろう必要がある？ 

   A：受付の際は全員がそろっている必要はございません。 

      種目ごとの受付時間をご確認の上、代表者のみお越し下さい。 

      開会式にはぜひチーム全員おそろいになってご参加下さい。 

 

 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：メンバー追加についてはお受けすることができません。 

      メンバー減少については2名以上で完走可能な人数であればそのままご参加下さい。 

              メンバー変更については部門変更が生じない限り、ご報告不要です。 

 

【待機エリアについて】 

 Q：どこで待機すれば良い？ 

   A：赤レンガパークの敷地内にレジャーシートや折りたたみチェアを置いてお待ち下さい。 

      公園内のベンチや歩道などを占有する行為はご遠慮下さい。 

 

 Q：テントやのぼりは設置できる？ 

   A：横浜赤レンガパーク内でのテント、タープ、のぼり等の設置は全て禁止となります。 

      雨天に備え、レインコートや荷物入れ用の袋などご持参頂くことを推奨します。 

 

【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：開会式が始まるまではコース上をご利用下さい。 

 

 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。 

 

 Q：下駄やスパイクで走ってもいい？ 

   A：お怪我予防のため、ランニングシューズ以外での走行はご遠慮下さい。 



Q&A 2 

【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。 

      他参加者の走行に支障が出ないように十分なご配慮をお願い致します。 

      反社会的、露出が過度、他者に不快感を与えると主催者が判断した場合は禁止とします。 

 

 Q：写真は撮っても良い？ 

   A：走行中、コース内、リレーゾーン内での撮影行為は禁止します。 

      待機エリアやコース外であれば、ご自由にお写真をお撮り下さい。 

      尚、ゲストとの写真撮影は進行やスケジュールに支障が出ない範囲でご依頼下さい。 

       ※走行中のセルフィースティック使用は厳禁とします。 

 

 Q：雨天の場合はどうなるの？ 

   A：原則として雨天決行です。各自で天気予報をご確認の上、雨天対策をして下さい。 

      暴風雨などの荒天、災害発生により安全な運営に支障が生じる場合は中止となります。 

      中止となった場合、当日7時までにオフィシャルサイトで告知を行います。 

 

     ＜オフィシャルサイト＞ https://fundorfulrun.jp/akarenga/ 

 

    ［雨天時のお願い］ 

     先述の通り、赤レンガパークではテントやタープの設置が不可となります。 

     赤レンガ倉庫の軒下利用もできませんので、事前の雨天対策をお願い申し上げます。 

     ～雨天時のご持参推奨品～ 

      ○簡易レインコートまたはポンチョ、防寒用の大きめのビニール袋 

      ○折り畳み傘 ○大きめのタオル ○防水スプレー 

      ○ワセリン、ボディクリームの塗布（冷え対策として） 

 

     ～その他～ 

      ○＜コインロッカーなび＞https://www.coinlocker-navi.com/ 

      ○＜横浜みなとみらい万葉倶楽部＞https://www.manyo.co.jp/mm21/ 

 

https://fundorfulrun.jp/akarenga/
https://fundorfulrun.jp/akarenga/


パンのフェス2019春 in 横浜赤レンガ 
＜日程＞  
3月1日（金）11:00～19:00 
3月2日（土）11:00～19:00 
3月3日（日）11:00～17:00 
  ※パン屋さんエリアは各日17:00まで 
 
＜会場＞ 横浜赤レンガ倉庫 イベント広場 
 
＜エリア＞ 無料（ただし、パン屋さんエリアのみ以下の入場制限あり。） 
・先行入場：11:00～14:30／500円（税込） 
・一般入場：15:00～17:00／無料  
※在庫が無くなり次第、パン屋さんは閉店します。 
 先行入場の場合でも、店舗によっては完売している場合がございます。 
※小学生以下無料 
※再入場無料 
 
＜主催＞ パンのフェス実行委員会 https://pannofes.jp/ 

パンのフェス2019春、開催決定！ 
 

2016年春に初開催、日本最大級のパンイベントとして 
これまでに約60万人のお客様にお越しいただき、毎回大好評のパンのフェス。 

 
2019年3月、「パンのフェス2019春」を開催いたします。 

港町横浜に、地元の人気店からめったに足を運ぶことができない遠方の名店まで、全国のパン屋さんが大集結！ 
思う存分パンを楽しんでいただけるイベントです。 

 
ぜひこの日本最大級のパンのフェスにお越しください。 

走った後は 
パンのフェスも楽しんでね♪ 

https://pannofes.jp/
https://pannofes.jp/

