
■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/
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◎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 

※スケジュールにより参加できない
場合があります。

松田次生選手 / 平手晃平選手
柳田真孝選手    ほか参加予定

日産系レーシング
ドライバーが参加決定！

皆さんと一緒に
5時間リレーを
走ります。

2020.1.19　 参 加 者 募 集 中日 in日産スタジアム

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！

スタンプラリーで
豪華賞品がもらえる！

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！

大人も子供も楽しめる
「スポーツテスト」や

「ボルダリング体験 　　」
も実施！

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！

協賛

スペシャルゲストが

参加決定！
スペシャルゲストが

参加決定！

横浜DeNAベイスターズ　
ベースボールスクールコーチ

荒波 翔さん

©YDB

横浜DeNAランニングクラブ
エグゼクティブアドバイザー

瀬古 利彦さん

参加者募集中！

まだ間に合う！

追加募集決定！
12.2（月）～12.12（木）まで

http://www.iikotochallenge.jp/ 

イイコトチャレンジ

エントリーはこちらから！

小学生
以下限定



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 / 株式会社グライド・エンタープライズ / 
 株式会社銀座木村家 / ディーフ株式会社 / オリエンタルバイオ株式会社 / 
 株式会社 天賞堂 / 株式会社オウルテック / 横浜ゴム株式会社 / 
 株式会社ミニミニ / 株式会社ミニテック / 株式会社リアライズコーポレーション /
 株式会社アプレ / 株式会社SEALS / NTTコミュニケーションズ株式会社 /
 株式会社JVCケンウッド / 株式会社東急ハンズ / 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

※ 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。

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12日（木） 消印有効
■申込方法  イイコトチャレンジホームページ内　追加募集ページ
   (http://www.iikotochallenge.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。 

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

■申込締切
2019年12月12日（木）当日消印有効
■申込方法
イイコトチャレンジホームページ内　追加募集ページ
http://www.iikotochallenge.jp/ 
■お支払い方法について

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

追加募集申し込みについて

参加のお支払いは、12月12日（木）（当日消印有効）までに下記大会事務局まで郵送（現金書留）に
てお支払い下さい。入金確認後、工ントリー受付完了になります。
●現金書留送付先：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　担当•山村宛）
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3984-1
※送り主の名前は、必ずエントリー時の代表者様のお名前でお願いいたします。 
※12/13（金）までにご入金が確認できない場合は、キャンセル扱いとなりますので予めご了承ください。

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）

大会に関するお問い合わせ


