職場・サークル・友だち・家族の仲間とつなげる『タスキ』と『絆』
日 本 国 は じ ま り の 地

橿 原

飛鳥 RUN✖２
リレーマラソン

2019

募集中（申込期間 8 月 1日～ 9月 3 0日）
ー
ナ
ラン

スペシャルゲスト
続々参戦！

2019 年

11月 4日

9:30 開会式／ 10:00 スタート
会場

※昨年度のゲスト（親指ぎゅー太郎、十手リンジン、馬と魚、福本愛菜、松井絵里奈）

募集部門

同時開催

フルマラソン

各チーム 4人以上15人以内
（1 周 1.5 ㎞を28 周）

●一般の部
●職場仲間の部
●シャッフルの部

ハーフマラソン

協賛企業 present

大抽選会

各チーム 4人以上10人以内
（1 周 1.5 ㎞を14周）

●一般の部
●職場仲間の部
●キッズの部
●婚活の部

エントリー受付期間

橿原運動公園
飲食・販売ブース出店
ステージパフォーマー
同時募集

詳しくは Web で！

2019年 8月1日
（木）～ 9月30日（月）
≪エントリー方法≫
・チーム代表者が一括して RUNNET の専用ページ
からエントリーしてください。
参加費とは別に RUNNET 利用料が必要です。
・婚活の部は直接 HPからエントリーしてください。

月

（振休）

飛鳥ランラン

主催：飛鳥ＲＵＮ×２リレーマラソン実行委員会
《実行委員会構成団体》
奈良県／橿原市／橿原市教育委員会／飛鳥広域行政事務組合／
（公社）橿原市スポーツ協会／橿原商工会議所／橿原市陸上競技協会／
NPO 法人橿原健康スポーツクラブ KKSC ／ NPO 法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ
協力：( 一社）橿原市観光協会／橿原神宮／ ( 一財 ) 奈良県ビジターズビューロー／賀詞の会
後援：桜井市／高取町／明日香村／奈良マラソン実行委員会／奈良県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

ワールドマスターズゲーム 2021 関西

≪エントリーページ≫
http://asuka-rm.info/entry/

2021 年世界最高峰の生涯スポーツの祭典ワー
ルドマスターズゲームズが関西広域で開催され、
35 競技 59 目の開催が決定しています。

開催期間：2021 年５月14 日～ 30 日

＜ダイヤモンド協賛＞

大会
趣旨

1 周 1.5 ㎞のコースをチームで
タスキをつなぎながら走ります。

本大会は、スポーツクラブや企業、団体、学校、家族など
誰もが相互交流を図りながらタスキをつなぐことで一体感を
高め、共にこの歴史と文化遺産の宝庫である飛鳥地方の輝
かしい未来を創出することを目指します。
また、大会を通して参加者のスポーツに対する意識の高揚
や体力の向上を図り、スポーツ習慣の継続や定着を図ります。

大会
概要

大会名：飛鳥 RUN×２リレーマラソン 2019
（同時開催：飛鳥うまいもんコーナー）
開催日：2019 年 11 月 4 日（月・振休）10:00 スタート
会 場：橿原運動公園（橿原市雲梯町 323-2）

スケ
ジュール

※スタート・ゴール地点：屋根付き運動場付近

8:45
9:30
10:00
11:30 頃

≪部門および募集チーム数（総募集人数 2,000 名≫
フルマラソン：150 チーム
1 チーム 4 人以上 15 人以内（シャッフルの部を除く）

※上位 3 位までのチームがゴールした後

◆一般の部：学校、自治会、サークル、家族、友人などで構成されたチーム
◆職場仲間の部：職場のメンバー（退職者も含む）で構成されたチーム
◆シャッフルの部：20 歳以上の個人でのエントリー後、事務局で編成したチーム

ハーフマラソン：90 チーム
1 チーム 4 人以上 10 人以内（婚活の部を除く）

13:30 頃 【フルマラソン】表彰式
※上位 3 位までのチームがゴールした後

15:00

閉会式

※天候や競技の進行状況等により多少前後する場合があります。

◆一般の部：学校、自治会、サークル、家族、友人などで構成されたチーム
◆職場仲間の部：職場のメンバー（退職者も含む）で構成されたチーム
◆キッズの部：小学生以下の子どものみで構成されたチーム
◆婚活の部：20 歳以上の独身の男女（個人エントリー）

≪参加資格≫
・1 周 1.5 ㎞を完走できる人
・障がいがあり、単独での走行が難しい場合は、伴走者とともに参加可能
・チーム責任者は 20 歳以上に限る
≪制限時間≫
※お申込み時に別途要 RUNNET システム手数料が必要です。
ただし婚活の部は個人申込みのための RUNNET システム手数料は不要です。
5 時間
詳しくは大会 HP をご覧ください。
≪参 加 費≫
一般 2,000 円 ／ 高校生以下 1,000 円
≪参 加 賞≫
完走証、大会当日「飛鳥うまいもんコーナー」で利用できる500 円
分の金券、大会オリジナルタオル
≪表
彰≫
各部門 1 ～ 3 位のチームに賞状および商品を授与
≪そ の 他≫
・雨天決行（当日の朝 6 時 30 分の時点で橿原市内に警報が発令された場合は中止）
・本大会では傷害保険に加入していますが、保険対象範囲外の傷病または紛失、そ
の他事故等につきましては、主催者側は一切の責任を負いかねます。
・大会当日に実行委員会が撮影した映像、写真、記事、記録等に関してのテレビ、新聞、
雑誌、Web サイト等への掲載権は当事務局に帰属します。
・理由の如何に関わらず、参加料及び大会参加のために要した諸経費の返金は一切
おこないませんので、予めご了承ください。
・大会事務局からお申込みに関する確認連絡をさせていただくことがございます。

お問い
合わせ

受付開始
開会式
スタート
【ハーフマラソン】表彰式

橿原運動公園

アク
セス

（橿原市雲梯町 323-2）
右の QR コードから会場アクセス
ページが開きます。

≪公共交通機関で≫
近鉄南大阪線「坊城駅」下車、線路沿いに東へ
徒歩10 分
≪お車で≫
国道 24 号線「雲梯町南側交差点」を南へ下り、
一つ目の角を右折。
※無料駐車場がありますが、台数に限りがあります
ので、チームで乗り合わせていただくか、公共交
通機関をご利用ください。

エン
トリー

受付期間 8/1(木) ～ 9/30(月)
http://asuka-rm.info/entry/

チーム代表者が一括して RUNNET の専用
ページからエントリーしてください。
（婚活の部は HP から直接エントリー）

≪参加費のお支払いについて≫

クレジットカード・コンビニ決済など RUNNET システ
ムから選択いただけます。（婚活の部は銀行振込のみ）

≪参加受付票の発送について≫
チーム代表者宛に参加受付票を10月下旬までに郵送します。

飛鳥 RUN×２リレーマラソン実行委員会事務局（NPO 法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ内）
Email otoiawase@asuka-rm.info

URL

〒634-0004 橿原市木原町 227-1

TEL&FAX 0744-29-1458

http://asuka-rm.info/

橿原市スポーツ推進課
〒634-0075 橿原市小房町11-5

TEL

0744-29-8019

FAX

0744-29-9710

