
■開催日：2020年1月19日（日） START 10:00 ※雨天決行
■メイン会場： 日産スタジアム 
 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3300
■http://www.iikotochallenge.jp/

10

◎5時間リレーマラソン（1～9名） 参加料：5,500円（1名）～35,100円（9名）
◎ハーフマラソン 参加料：4,000円 制限時間：3時間
◎小学生ラン（1km） 参加料：1,000円 NEW! 
◎キッズ・ラン（100m）※タイム計測無し 参加料：500円 

イイコトチャレンジ

詳しくはこちらから

http://www.iikotochallenge.jp/

2020.1.19　 開催決定! 参 加 者 募 集 中日 in日産スタジアム

楽しい
イベント盛りだくさん！
楽しい
イベント盛りだくさん！

参加者全員にチャンス！参加者全員にチャンス！
※小学生ラン/キッズ・ランは抽選応募の
　対象外となります。「ホノルル駅伝＆

ミュージック2020」が当たる！1
チャンス

2
チャンス 「横浜マラソン2020」

無料出走権が当たる！
◎更衣室やクローク、
　シャワールームも完備！

◎エイドステーションでは
　美味しいパン等をご提供！

◎美味しいキッチンカーなど
　出店エリアも充実！

エントリーはこちらから！エントリーはこちらから！

募集締切 12月1日（日）まで

runnet.jp /

◎参加者（一部除く）に大会オリジナルTシャツをプレゼント！

www.spor tsentry.ne.jp

※定員になり次第締め切ら
　せていただきます。

無料で楽しめる！
スポーツテストを実施

！無料で楽しめる！
スポーツテストを実施

！

©CHEERLEADERS ASSOCIATION

協 賛



大  会  要  項
■開催日 2020年1月19日（日） START 10:00
■会　場 日産スタジアム （〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3300）
■主　催 イイコトチャレンジ実行委員会
 （KONDO Racing／株式会社エムケイカンパニー）
■協　賛 日産自動車株式会社 / 株式会社銀座木村家 / ディーフ株式会社 /  
 株式会社 天賞堂 / オリエンタルバイオ株式会社 / 株式会社オウルテック / 
 横浜ゴム株式会社 / 株式会社JVCケンウッド / 株式会社ミニミニ / 
 株式会社ミニテック / 株式会社 サーフビバレッジ / 株式会社ベネフィット・ワン / 
 株式会社河本総合防災 / 株式会社エイチ・アイ・エス / プーマジャパン株式会社
■後　援 神奈川新聞社／横浜市 市民局／tvk（テレビ神奈川）
■入　場 無料　
■種　目／参加資格／参加料／部門／定員

ACCESS

JR 横浜線 小机駅 徒歩７分 
横浜市地下鉄ブルーライン 新横浜駅８番出口 徒歩12分
東海道新幹線 新横浜駅 正面口 徒歩14分

第三京浜道路「港北 IC」約1.5km
※新横浜公園駐車場が周辺にございますが、駐車台数に限りが有りますので公共交通機
関にてお越しください。

※ 20歳未満の参加者は保護者の同意が必要となります。
※ 小学生のみのチーム及び小学生ラン、キッズ・ランの場合、保護者の付き添いが必要になります。

イイコトチャレンジ実行委員会では、参加者みなさんの走った合計距離（Km数）×5円を「鎮
守の森のプロジェクト」の植樹活動に寄付いた
します。このプロジェクトは東日本大震災で被
災した沿岸部に、植樹や育苗など繰り返しなが
ら「地域と暮らしを守る森」をつくる活動です。

イイコトチャレンジは植樹活動に参加します！

1623m1623m

キッズラン 100mキッズラン 100m

受付 西ゲート受付 西ゲート

START&GOAL

i n  日産スタジアム

種目 参加資格 参加料部門 定員

チーム
【一般の部】
（2～9名）

チーム
【企業対抗の部】
（2～9名）

チーム
【U-20の部】
（2～9名）

最大
500チーム

最大800名

最大200名

最大各50名
最大150名

最大100名

ソロ男子/ソロ女子

ソロ男子
ソロ女子

ソロ

ソロ

4,000円

1,000円

500円

5,500円

5時間
リレーマラソン

小学生ラン
1km

キッズ・ラン
100m

ハーフマラソン

【一般】
小学生以上の健康な男女

中学生以上の健康な男女

中学生以上の健康な男女

小学生の男女

3歳～未就学児の男女

低学年の部：1・2年生
中学年の部：3・4年生
高学年の部：5・6年生

2名 ： 10,000円
3名 ： 13,200円
4名 ： 16,800円
5名 ： 20,000円
6名 ： 23,400円
7名 ： 27,300円
8名 ： 31,200円
9名 ： 35,100円

2名 ：  9,000円
3名 ： 12,000円
4名 ： 15,200円
5名 ： 18,000円
6名 ： 21,000円
7名 ： 24,500円
8名 ： 28,000円
9名 ： 31,500円

【企業対抗】
チームメンバー全員が同じ会
社に所属しており、18歳以
上の社会人男女

【U-20】
チームメンバー全員が20歳
以下限定の健康な男女

■申込締切  2019年12月1日（日） 23：59
■申込方法  インターネットエントリーサイト
  ①RUNNET   runnet.jp/
  ②SPORTS ENTRY  www.sportsentry.ne.jp  
■大会スケジュール（予定）
 7:30 会場オープン・選手受付開始  ※受付はスタートの30分前まで。
 9:00 小学生ラン1km  スタート
 9:30 オープニングセレモニー
 10:00 5時間リレーマラソン スタート
 10:03 ハーフマラソン スタート
 13：00 キッズ・ラン100m  スタート
 15：00 5時間リレーマラソンフィニッシュ 
 15：20 5時間リレーマラソン表彰式 ＆ 大抽選会

■ 申込について
〇ホームページに記載された大会規約をよくご確認のうえ、インターネットにてお申し込みください。  
〇5時間リレーマラソンに参加する場合は、チーム代表者（1名）がお申し込みください。お
申し込みの際は代表者様の情報と参加人数、チーム名、Tシャツのサイズが必要となり
ます。大会開催日約10日前に、代表者様へ「参加通知＆メンバー登録表」をお送りいた
します。事前に参加メンバー全員の情報（氏名、性別、生年月日、緊急連絡先など）をご
記入していただき、当日受付にて提出をお願いいたします。 

〇5時間ソロ、ハーフマラソン、小学生ラン、キッズ・ラン参加者には、大会開催日約10日
前に参加通知ハガキをお送りいたします。 

〇大会当日受付にて、参加通知ハガキまたは参加通知＆メンバー登録表を提出し、ゼッケ
ン・計測タグ・ガイドブック・参加賞を受け取ってください。 

◆競技について
〇5時間リレーマラソンは、5時間での周回数を競います。 
〇1チーム1～9名の構成とします。 
〇1人1周走って次走者にリレーします。（1人複数周走行可） 
〇たすきリレーは、定められたリレーゾーン内で行います。 
〇登録メンバー以外の出走（代理出場）は失格の対象となります。 
〇ハーフマラソンは1周1623mの周回コースを13周するレースです。 
〇小学生ラン1㎞はトラックを2周半し、タイム計測を行います。 
〇キッズ・ラン100mはタイム計測を行いません。 
〇キッズ・ラン100mのゼッケンは、名前入りになりますので予めご了承ください。 
〇仮装による出走は可能ですが、社会モラルに反する仮装、又は走行に不適当、危険と見
なした場合は、失格とさせて頂く事があります。 

〇表彰種目 各部門1～3位（小学生ラン、キッズ・ランを除く）、ベストコスチューム賞 

〇参加賞
　5時間リレーマラソン、ハーフマラソンの参加者には大会オリジナルTシャツを贈呈しま
す。お申し込みの際、Tシャツのサイズをお知らせください。5時間リレーマラソンチーム
代表者は全員分のサイズをお知らせください。なお、お申し込み後のサイズ変更はでき
ません。Tシャツのサイズはご希望に添えない場合がございます。小学生ランは記録証、
キッズ・ランは完走証とお菓子をお渡しします。

■その他注意事項
〇コース安全確保のため、定員を設定します。定員となり次第、募集を締め切ります。 
〇更衣スペース、クローク、コインロッカー（有料）を設けてありますが、貴重品は各自で管
理してください。 

高速道路

最寄り駅

  大会に関するお問い合わせ

イイコトチャレンジ大会事務局 （株式会社スポーツワン内）

TEL : 0570-00-2107   info@iikotochallenge.jp
http://www.iikotochallenge.jp/ 

◯5時間リレーマラソン&ハーフマラソンにエントリーした人だけが応募できます。当選賞品の転売、譲
渡は出来ません。

○応募は1人1回までとなります。賞品の重複当選はありません。
◯応募方法は、受付時にお渡しする応募用紙にご記入いただき、15時00分までに会場内設置の抽選箱
に提出お願いたします。

○抽選会の当選者はその場で発表します。その際に本人不在の場合は当選無効になりますので、必ず表
彰式のステージ前にお集まりください。

■5時間リレーマラソン表彰式終了後に豪華賞品が当たる大抽選会を行います。

①H.I.Sで行く「ホノルル駅伝&ミュージック2020」 
　公式ツアー1組2名様にプレゼント!
　2020年5月17日（日）開催
②「横浜マラソン2020」無料出走権5名様
　2020年11月1日（日）開催


