
 大会要項 

          開催：2018年6月24日（日） 

          会場：京都府立山城総合運動公園 陸上競技場 

          主催：松竹芸能株式会社／ぴあ株式会社 

【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） 

～やる気！元気！森脇健児！～ 

ファンダフルリレーマラソン in 京都 2018 

mailto:fundorful@pia.co.jp


大会概要1 

【大会名称】 

 ～やる気！元気！森脇健児！～ ファンダフルリレーマラソン in 京都 2018 

 

【開催】 

 2018年6月24日（日） 雨天決行 

 

【会場】 

 京都府立山城総合運動公園 陸上競技場（http://www.kyoto-park.or.jp/yamashiro/） 

 

【種目】 

 ●親子マラソン 

   人数：1組2名 

   距離：1km（400mトラック×2周半） 

   制限時間：20分 

 

 ●ハーフリレーマラソン 

   人数：1チーム2～10名 

   距離：21.1km（100m＋2.1kmコース×10周） ※第1走は2.2kmを走ってからたすき渡し可。 

   制限時間：2時間30分 

   部門：男子の部／女子の部／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2～15名 

   距離：42.195km（195m＋2.1kmコース×20周） ※第1走は2.295kmを走ってからたすき渡し可。 

   制限時間：4時間30分 

   部門：男子の部／女子の部／混成の部／ユニフォームの部 

 

【主催】 

 松竹芸能株式会社／ぴあ株式会社 

 

【協賛】 

 ファイテン株式会社 

 

【協力】 

 太陽が丘ジョギングクラブ 

 宇治市陸上競技協会 



大会概要2 

【スケジュール】 
 8:30‐ 大会受付開始（受付は体育館前にて行います。） 
 9:30‐ 開会式 
10:00‐ 親子マラソンスタート 
10:30‐ ハーフリレー、フルリレースタート 
-15:00 全種目終了 
 
【参加賞】 
 ファイテン RAKUWAネックレス（ファイテン様ご提供） 
 
【表彰】 
 親子マラソン：上位3組  
 リレーマラソン：部門ごとの上位3チーム 
          ※部門エントリーが3チーム以下の場合、1位のみを表彰とします。 
 
【更衣室】 
 あり：体育館横のファミリープール更衣室がご利用可能です。 
     ※陸上競技場内の更衣室はご利用できません。 
 
【コインロッカー】 
 あり：体育館横のファミリープール更衣室にあるコインロッカーをご利用頂けます（有料）。 
  
【給水】 
 あり：コース上に1ヶ所、リレーゾーン後方の待機エリアに1ヶ所を予定しております。 
 
【お手洗い】 
 あり：公園内の各所にある公衆トイレをご利用下さい。 
 
【距離表記】 
 あり 
 
【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】 

 京都府立山城総合運動公園（太陽が丘） 

  住所：〒611-0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷） 

  電話：0774-24-1313 

   

【アクセス】 

 車：京滋バイパス宇治西ICより南東へ約8km 

    ※駐車場あり：大型1,500円／回、普通400円／回。 

              入場と同じゲートから出る場合のみ、30分未満は無料。 

 

 電車：京阪宇治線、JR奈良線：「宇治」駅で下車。 

      近鉄京都線：「大久保」駅で下車。 

 

 バス：宇治駅、大久保駅ともに「太陽が丘行」の路線バスあり。所要時間は15～20分程度。 

イベント会場 

バス乗降所 

大会受付（体育館軒下） 

更衣室・コインロッカー 



受付について 

【時間】 

 8:30-9:30 

 

【受付場所】 

 体育館軒下に受付テーブルを用意します。 

 

【受付方法】 

 1.開催1週間前を目処に、代表者へナンバーカード引き換えはがきを発送します。 

   併せて、最終のご案内メールも送付致します。 

 

 2.大会当日、代表者は受付までお越し頂き、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か身分証明書のご提示で代替とします。 

    ※大会当日のメンバー追加、部門変更は不可です。尚、メンバーが欠席、変更する場合のご報告は不要です。 

 

  3.代表者様（または代理の方）は、レースご参加にあたっての同意書にご署名をお願い致します。 

 

 4.受付スタッフより、ナンバーカード、たすき（リレーマラソンのみ）、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。 

 

 

 

＜ナンバーカード引換はがき＞ 



親子マラソン：競技ルール 



親：親子マラソンスタート地点 
   （フィニッシュ地点より200m下がった位置） 

F：フィニッシュ地点(周回地点) 

・陸上競技場スタンド席、トラック外側の観覧席は待機エリアとして利用可能です。 
 ※観覧席はレジャーシート、簡易テントも可。タータン部分の占有は不可。 
 ※陸上競技場の敷地外は待機エリア利用不可。 
・ランナー、同伴者ともに陸上競技場内の出入りは自由。タータンエリアも通行OKです。 
・お着替え、お荷物の保管は体育館横のプール更衣室・コインロッカーをご利用下さい。 

   ：お手洗い（陸上競技場施設） 
 

   ：給水所（専用テント） 

観覧席 

第3駐車場 

立入禁止エリア 

親 

F 

●親子マラソン（1km／400ｍトラック2周半） 
  周回数：200m(スタート地点からフィニッシュ地点まで)＋400mトラック×2周＝合計2周半 

陸上競技場スタンド 

体育館 

親子マラソン：競技ルール1 

観覧席 観覧席 

観覧席 

＜スタート時間＞ 10:00（制限時間20分） 



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つはお子様用として、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 

 ・開会式終了後、スタート地点までの移動がございます。お着替え、お手洗いなどは事前にお済ませ下さい。 

  

 ・スタート前はスタッフの指示に従って、押し合わずにお待ち下さい。 

 

 ・全てのお子様がレースを楽しめるよう、押し合ったり、無理な追い抜きはしないようご注意下さい。 

 

 ・フィニッシュの際は、必ず親子で手をつないで下さい。  

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：競技ルール 



●ハーフリレー(21.1km／10周) 
 周回数：2.2km（第1走の1周目）＋2.1kmコース9周＝合計10周 
 

●フルリレー(42.195km／20周) 
 周回数：2.295km（第1走の1周目）＋2.1kmコース19周＝合計20周 
 

ハ：ハーフリレースタート地点（フィニッシュ地点より100m下がった位置） 
フ：フルリレースタート地点（フィニッシュ地点より195m下がった位置） 

F：フィニッシュ地点(周回地点) 
リレー：リレーゾーン(たすき渡しゾーン) 

   ：お手洗い 
 

   ：給水所 

野球場 

プール 

ハ フ 

F 

大会受付 

リレー 

体育館 

公園センター 

中央広場 球技場B 

ファミリー広場 

球技場A 

第2競技場 

陸上競技場 

テニスコート 

弓道場 

第3駐車場 

更衣室 
コインロッカー 

   ：お手洗い 
 

   ：給水所 

リレーマラソン：競技ルール1 

・陸上競技場スタンド席、トラック外側の観覧席は待機エリアとして利用可能です。 
 ※観覧席はレジャーシート、簡易テントも可。タータン部分の占有は不可。 
 ※陸上競技場の敷地外は待機エリア利用不可。 
・ランナー、同伴者ともに陸上競技場内の出入りは自由。タータンエリアも通行OKです。 
・お着替え、お荷物の保管は体育館横のプール更衣室・コインロッカーをご利用下さい。 

＜スタート時間＞ 10:30（同時スタート） 
＜制限時間＞ ハーフリレー2時間30分、フルリレー4時間30分 



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.レース終了後、アンカーはたすきを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 

 ・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!! 

 ・たすき渡しは決められたリレーゾーンで行って下さい。リレーゾーン以外でのたすき渡しは不可です。 

 ・給水所はコース上に1ヶ所、リレーゾーン後方に1ヶ所設置予定。必要に応じて自販機などもご利用下さい。 

 ・リレーマラソンのコースは公園内歩道を使用するため、お子様や自転車がコースを横断する可能性があります。 

  本大会では「一般来園者優先」を周囲をよくご確認頂いた上で安全に走行して下さい。 

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

【WEB速報サイトの提供】 

 本大会ではリアルタイムの順位、レース結果をご確認頂けるWEB速報サイトを提供しております。 

  ※WEB速報サイトはスマートフォン、携帯電話よりアクセスが可能です。 

  ※WEB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。 

 

 

    WEB速報サイト URL：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：受付するときは全員そろわないとダメ？ 

   A：全員がそろっている必要はありません。受付時間（8:30～9:30）の間に代表者のみお越し下さい。 

      開会式は、ぜひチーム全員でご参加下さい。 

 

 Q：ナンバーカード引換はがきが届かない、忘れてしまった。 

   A：はがきが無い場合、代表者様宛てのご案内メールの画面ご提示、または身分証ご提示で代替とします。 

 

 Q：メンバーに変更が生じるんだけど･･･ 

   A：メンバー欠席 → ●全種目：OK。お手続き不要です。残りのメンバーでご参加下さい。 

 

      メンバー変更 → ●親子マラソン：OK。完走証の印字が変わるので変更後の名前を確認して下さい。 

                 ●リレーマラソン：OK。部門変更が生じる場合、すぐに計測スタッフへ報告して下さい。 

                   

      メンバーの追加 → ●全種目：NG。大会当日のメンバー追加はお受けできません。 

 

【待機エリアについて】 

 Q：どこで待機すれば良い？ 

   A：陸上競技場のスタンド席、またはトラック外側の観覧席などをご利用下さい。 

      レジャーシート、タープ、簡易テントなどをご持参される場合は、トラック外側の観覧席で設置して下さい。 

      ランナー、同伴者ともに陸上競技場内は出入り自由ですが、コース横断の際は十分ご注意下さい。 

 

 Q：のぼりは設置できる？ 

   A：周囲の安全を確保し、自チーム待機場所に設置して下さい。 

      公園内の建築物、施設、植物などに設置する行為は禁止です。 

 

【飲食について】 

Q：飲食はどこでできるの？ 

   A：自チームの待機エリアでお召し上がり下さい。トラック、タータン上での飲食は不可となります。 

      

 Q：飲食できる場所はあるの？ 

   A：キッチンカーの出店は予定しておりません。公園内にレストランがございますのでそちらをご利用下さい。 

 

【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。それ以外の園内歩道は不可。 

 

 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。 

      他の選手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。 

      社会的モラルに反する仮装、過度な露出など、他参加者へ不快な思いをさせるものは禁止します。 

 

 Q：写真は撮っても良い？ 

   A：コース、リレーゾーン、立入禁止エリアを除き、会場内は撮影OKです。 
      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。 

      ＜ご注意＞走行中のセルフィースティック使用は安全管理の面から禁止とします。 

 

 Q：雨天の場合はどうなるの？ 

   A：本大会は原則として雨天決行です。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。 

 

      尚、暴風雨・雷などの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6時までに以下のオフィシャルサイト、FBページにて告知を行います。 

 

     【オフィシャルサイト】 

     http://fundorfulrun.jp/moriwaki-rm/ 

 

     【FBページ】 
     https://www.facebook.com/funDOrfulkyoto/ 
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