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　付近は道路が
狭いため、Ａ・Ｂ路を
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イベント会場
（堀切水辺公園）

●ふれあい健康ＲＵＮ5km・・・折返し

●ふれあい健康ＲＵＮ3km・・・折返し

●ふれあい健康ＲＵＮ1km・・・折返し

●ファミリーＲＵＮ2km・・・折返し

●チャレンジＲＵＮ10km・・・折返し

ふれあい5km
折返し

ふれあい3km
折返し

ふれあい1km
折返し

ファミリー2km
折返し

チャレンジ10km
折返し

●　ふれあい健康ＲＵＮ
　（1km・3km・5km）

●　ファミリーＲＵＮ2km
●　チャレンジＲＵＮ10km

16.5km

16.5

ランナーに対する感謝のおもてなしとして
「ありがとうプロジェクト」による、
　様々なサービスを予定しております。
この機会にぜひご利用ください。

イベント開催中の
サービ スについて
イベント開催中の
サービ スについて
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としてとしてとしてとしてとしてとしてとして

「第 5 回 かつしかふれあい RUN フェスタ2019」当
日は、ナンバーカードまたはリストバンドのご提
示で、参加者及びその同伴者を対象に、飲食代の割
引など様々なサービスを提供します !!（協力店舗
のみとなります。）

堀切商店連合会からの

コースマップ（東京スカイツリー®を望む走りやすいフラットコース） アクセスマップ

京成電鉄「堀切菖蒲園」駅より　徒歩約15分
※自転車で来場する場合は、会場周辺にある臨時駐輪場を
ご利用ください。
※駐車場及びバイク置場はございません。

※各施設管理者の工事等により、一部コースを変更する可能性があります。

「第 5 回 かつしかふれあい RUN フェスタ 2019」
当日は、ナンバーカードまたはリストバンドのご提
示で、参加者及びその同伴者を対象に、「手ぶらセッ
ト」（手ぬぐいタオル、リンスインシャンプー、ボ
ディソープ）を無料で提供します !!

（協力浴場のみとなります。
入浴料は有料です。）

葛飾浴場組合連合会からの

またはリストバンドのご提
で、参加者及びその同伴者を対象に、「手ぶらセッ
（手ぬぐいタオル、リンスインシャンプー、ボ

ディソープ）を無料で提供します !!
（協力浴場のみとなります。

かつしかふれあいRUNフェスタ
イベント事務局
〒150ー0001
東京都渋谷区神宮前2ー4ー12　DT外苑
　TEL．03 ー 5771ー 7903
　　　　（月～金／ 9：30 ～17：30）
※土日祝日、12/28（金）～1/6（日）休業

イベントに関するお問い合わせ先

ー12 DT外苑
7903

30）
※土日祝日、12/28（金）～1/6（日）休業

種 目

（ハーフマラソン、10km） ※日本陸連公認コース

（1・3・5km、ファミリー RUN2km）

2019 .3.10（日）（日）堀切水辺公園

2018.10.1（月）から

一般エントリーは11.4（日）から

ふれあい健康RUN
《誰もが楽しむランニング》

チャレンジRUN
《記録を楽しむランニング》

ゲストランナー ゲストランナー

能城秀雄さん M 高史さん

つな
がる
ひとの輪、ひとの道

第 　 回55

2019

第　回55

2019

第　 回55

2019

http://www.katsushika-fureai-runfesta.jp/
［イベント公式ホームページ］

主　　催：葛飾区、葛飾区教育委員会、葛飾区陸上競技協会
主　　管：かつしかふれあいＲＵＮフェスタ実行委員会
後　　援：国土交通省荒川下流河川事務所、読売新聞東京本社、一般財団法人東京マラソン財団、
　　　　　公益財団法人東京陸上競技協会、株式会社ジェイコム東葛葛飾
特別協賛：ミヨシ油脂株式会社、株式会社ダイオーズジャパン
協　　賛：ファイテン株式会社、ミズノ株式会社、亀有信用金庫、イイダ産業株式会社、
　　　　　株式会社浅川製作所、東京ガスライフバル葛飾、株式会社アステックス、
　　　　　東京商工会議所葛飾支部、東栄信用金庫、株式会社東京ネットワーク、堀切商店連合会、
　　　　　森永乳業株式会社東京工場

スポーツ振興くじ助成事業



給水所を数多く設
置しているので安

心して走りに集中でき
ます！（ハーフ7ヶ所、
10㎞3ヶ所）

東京マラソン20
20の出走権を次

の3名に付与いたし
ます！（ハーフ男女
100位、男子200位）

スカイツリーを望む
水と緑あふれる荒川

のコース上では、応援団体
のパフォーマンスによりラ
ンナーを後押しします！

仮装コンテスト
を実施します。

当日、審査により表
彰します。（全種目対
象、エントリー不要）

2チャレンジRUN（ハーフ・
10㎞）は、日本陸連公認の

フラットで走りやすいコースで
す！また、日本ハーフマラソンラ
ンキング対象大会です！

1 3 5「ありがとうプロジェクト」
による、地元の堀切商店連

合会や協力浴場による銭湯サー
ビスなど、下町人情あふれる感
謝の「おもてなし」がいっぱい！

4 6イベントの

※定員は現在の見込みであり、応募状況により変更する可能性があります。
※すべて先着順で定員になり次第、期限前でも告知なく締め切ります。
※区民先行エントリー期間のみ、割引料金が適用となります。

1

2

3

4

5
6
7
8

1 ㎞

3 ㎞

5 ㎞

ファミリーRUN2㎞

一 般
区民先行

1,000円
500円

一 般
区民先行

一 般
区民先行

2,000円
1,500円

一 般
区民先行

3,000円
2,500円

1,000 円／人
500 円／人

一 般
区民先行

4,000円
3,500円

ふ
れ
あ
い
健
康
Ｒ
Ｕ
Ｎ
チ
ャ
レ
ン
ジ
Ｒ
Ｕ
Ｎ

参 加 費 定 員種 目
200人

400人

300人

総数2,000人

3,000人

1,500人

ハ ー フ 男 子
ハ ー フ 女 子
1 0 ㎞ 男 子
1 0 ㎞ 女 子

(　　　　　　   　　　）

(　　　　　　   　　　）

(　　　　　　   　　　）

(　　　　　　   　　　）

(　　　　　　   　　　）

開会式（オープニングイベント）
チャレンジRUN 10㎞ スタート
ふれあいRUN 3㎞ スタート
ふれあいRUN 5㎞ スタート
ふれあいRUN 1㎞ スタート
チャレンジRUN ハーフマラソン スタート
ふれあいファミリーRUN 2㎞ スタート

8：30
9：00
9：10
9：20
10：30
10：45
11：05

本イベントのコースは参加者（ランナー）専用ではありません。コース上
にはスタッフがおりますが、各自で自転車や歩行者と接触しないよう、
安全走行を心がけてください。
チャレンジ RUN（10 ㎞及びハーフ）では、スタート時の混乱を緩和
し、より安全な競技運営を行うために、申告（予測）タイムの速い順にブ
ロックに分けて整列し、スタートしていただきます。
必ず実力に見合ったタイムを申告してください。周囲とペースが合わない
場合は他の選手の迷惑になるばかりか、ご自身が事故に巻き込まれる
可能性があります。
仮装の内容については公序良俗に反するもの、政治活動や宗教活動、
個人の宣伝を目的としたものは禁止といたします。

①

②

③

④

2019年3月10日（日） ※雨天決行・荒天中止

堀切水辺公園（葛飾区堀切1丁目12番地先から7番地先まで）

荒川河川敷道路、堀切水辺公園（スタート・フィニッシュ）
（公財）日本陸上競技連盟公認コース 
※チャレンジRUN（10㎞及びハーフ）のみ

葛飾区、葛飾区教育委員会、葛飾区陸上競技協会

かつしかふれあいRUNフェスタ実行委員会（葛飾区、葛飾区
教育委員会、一般社団法人葛飾区体育協会、葛飾区陸上競技
協会、葛飾区スポーツ推進委員協議会、葛飾区東四つ木地区
連合町会、葛飾区四つ木地区連合町会、葛飾区堀切自治町会
連合会、葛飾区新小岩北地区連合町会、葛飾区新小岩地区連合
自治町会、葛飾区青少年育成地区委員会会長連絡協議会、一般
社団法人葛飾区観光協会、葛飾区商店街連合会、東京商工会議所
葛飾支部、葛飾区工場団体連合会）

国土交通省荒川下流河川事務所、読売新聞東京本社、一般財団
法人東京マラソン財団、公益財団法人東京陸上競技協会、株式
会社ジェイコム東葛葛飾

2018年度日本陸上競技連盟競技規則及び本イベント規定を
適用します。

〈共通事項〉
※健康であること（医師の診断により運動を止められている

方はご遠慮ください）。
※制限時間内で完走できるとともに、本要項を理解し、申込規

約に同意された方。
※伴走者を必要とする身体等に障害のある方は、エントリー時

にイベント事務局までご連絡ください。
※車いす（レース用は使用不可）で参加する際は、伴走者を

つけていただくとともに、エントリー時にイベント事務局
まで事前にご連絡ください。

〈ふれあい健康RUN（制限時間なし）〉
① 1㎞ ：イベント当日小学生以上の一般男女
② 3㎞ ：イベント当日小学生以上の一般男女
③ 5㎞ ：イベント当日中学生以上の一般男女
④ファミリー RUN2㎞：保護者1人（20歳以上）につき子ども2人

　　　　　　　　 まで（1ファミリーにつき最高10人まで）
※ファミリー RUN2㎞の「子ども」とは、未就学児（ベビーカー

等の使用は不可）や児童、生徒をはじめ成年も含まれます。

〈チャレンジRUN〉
①10 ㎞：イベント当日高校生以上の一般男女（制限時間：2時間）
②ハーフ：イベント当日高校生以上の一般男女（制限時間：3時間）

開 催 日
会 場
コ ー ス

主 催
主 管

後 援

競技規則

参加資格

本イベントでは、ナンバーカード及び計測用ランナーズチップ
を参加者に事前送付いたしますので当日の受付は行いません。
ナンバーカード等と一緒に送付される参加案内書に記載する
集合時間に遅れないように集まってください。もし、何らかの
理由で参加できない場合でも欠席の連絡は必要ありません
が、計測用ランナーズチップは返却してください。

①当日、参加者全員に参加賞を差し上げます。
②当日会場に来られなかった場合は、後日イベント事務局に

連絡し、ランナーズチップ返却後に着払いで郵送可能です。

①総合表彰
　チャレンジ RUN（10 ㎞及びハーフ）は、男女総合それぞれ

8位までを当日表彰式にて表彰します。

②年代別表彰
　チャレンジRUN（10㎞及びハーフ）は、10歳刻みで、男女別

1位～3位まで、賞品を後日、ご自宅に郵送します。

③ぞろ目賞、飛び賞
　チャレンジRUN（10㎞及びハーフ）は、ぞろ目賞（111位）や

飛び賞（100位、200位）の方を表彰します。

④最遠方賞・最高年齢賞
　チャレンジRUN（10㎞及びハーフ）に参加の方で最遠方の

方と最高年齢の方へ記念品を差し上げます。
　※過去受賞者を除く

⑤仮装の部表彰
　審査により当日表彰します。（全種目対象、エントリー不要）

⑥ふれあい健康RUN（1㎞、3㎞、5㎞、ファミリー RUN2㎞）
は、記録計測は行いますが表彰、順位付けはありません。

①イベント当日、記録証を1人1枚配布します（ファミリー
RUN 2㎞は1組に1枚）。

②後日RUNNETより、写真付き記録証をダウンロードするこ
とができます。（インターネットエントリーの方のみ）

①ナンバーカードの付与
　ナンバーカードを事前に送付しますので、大会当日忘れず

に持参し、所定の位置に装着してください。〔チャレンジ
RUNは1人2枚（胸・背）、ふれあい健康RUNは1人1枚（胸）〕

②荷物について
　貴重品、壊れやすいものを除き、会場にある手荷物置き場に置

いてください。事前に送付する荷物袋に荷物シール（ナンバー
カード番号記入）を貼り、手荷物置き場の所定の場所へご自身
で置いてください。荷物の受取もナンバーカードが必要です。
※荷物の盗難紛失については主催者では一切責任を負いか

　　ねます。貴重品につきましては、各自の責任で管理してく
　　ださい。
③コース
　チャレンジRUNハーフのみ右側通行で、それ以外の種目は

左側通行になります。狭い箇所は競技役員や運営スタッフ
等の指示に従ってください。

④制限時間（チャレンジRUNのみ）
　・チャレンジRUN10㎞　  2時間
　・チャレンジRUNハーフ　3時間

⑤その他
　イベント中、事故や火災などの非常事態が発生した場合、

コース上を緊急車両が優先通行することがありますので、
警察官や消防士および運営スタッフ等の指示に従ってください。

選手受付

参 加 賞

表 彰

記 録 証

競技方法

開 催 要 項 当日スケジュール（予定） 注 意 事 項

※上記パンフレット発送センターのほか、葛飾区奥戸総合スポーツセンター（体育館・温水
プール館）、水元総合スポーツセンター体育館でも配布します。

専用振替用紙（コピー不可）に必要事項をご記入の上、参加料等を添えて、ゆうちょ銀行又は
郵便局窓口でお申し込みください。確認用にコピーと受領証をイベント当日まで保管して
ください。　※払込手数料130円

B 専用振替用紙

〒152-8532　東京都目黒区原町1-31-9
かつしかふれあいRUNフェスタパンフレット発送センター

自己都合による申込後の種目変
更・キャンセル・権利譲渡・名義
変更はできません。ただし、権利譲
渡（ゆずれ～る）対象大会の場合に
限り、申込後の出走権譲渡ができ
るものとします。また、過剰入金・
重複入金の返金はいたしません。
定員を超える申し込みがあった場
合、入金期限内に参加料の支払い
が完了していても入金日によって
は申し込みが無効となる場合がご
ざいます。その場合、主催者が定め
る方法により返金されます。
地震・風水害・降雪・事故・疫病
等による開催縮小・中止する場合、
参加料は返金いたしません。
私は、心疾患・疾病等なく、健康に
留意し、十分なトレーニングをし
てイベントに臨みます。傷病、事
故、紛失等に対し、自己の責任に
おいてイベントに参加します。
※事前に健康チェックリストで
チェックしていただきます。
私は、イベント開催中に主催者より
競技続行に支障があると判断され
た場合、主催者の競技中止の指示に
直ちに従います。また、その他、主催
者の安全管理・イベント運営上の
指示に従います。
私は、イベント開催中に傷病が発
生した場合、応急手当を受けるこ
とに異議ありません。その方法、経
過等について、主催者の責任を問
いません。
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私は、イベント開催中の事故、紛
失、傷病等に関し、主催者の責任を
免除し、損害賠償等の請求を行い
ません。
イベント開催中の事故・傷病への
補償は主催者が加入した保険の範
囲内であることを了承します。
私の家族・親族・保護者（参加者
が未成年の場合）、またはチームメ
ンバー（代表者エントリーの場合）
は本イベントへの参加を承諾して
います。
年齢・性別等の虚偽申告、申込者
本人以外の出場（代理出走）はいた
しません。それらが発覚した場合、
出場・表彰の取り消し、次回以降
の資格はく奪等、主催者の決定に
従います。また、主催者は虚偽申
告・代理出走に対して救護・返金
等一切の責任を負いかねます。
イベントの映像・写真・記事・記
録等において氏名・年齢・性別・
記録・肖像等の個人情報が新聞・
テレビ・雑誌・インターネット・
パンフレット等に報道・掲載・利
用されることを了承します。また、
その掲載権・使用権は主催者に属
します。
イベント申込者の個人情報の取り
扱いは、主催者が定めるイベント
規約に則ります。
上記の申込規約の他、主催者が定
めるイベント規約に則ります（齟
齬がある場合はイベント規約を優
先します）。

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

申込規約 ※参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、
　お申し込みください。

主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連
法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱い
ます。イベント参加へのサービス向上を目的として、参加案内、記録通知、関
連情報の通知、イベント協力・関係団体からのサービスを提供、記録発表に
利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認
連絡をさせていただくことがあります。

個人情報の取り扱いについて

イベントホームページ（インターネットエントリー） または
❶ ❷いずれも
A 専用振替用紙でお申し込みいただけます。B申込方法

区民先行エントリー❶ ※葛飾区内在住の方のみ対象となります。

2018年10月1日（月）～11月3日（土・祝）2018年10月1日（月）～11月3日（土・祝）
一般エントリー❷ ※葛飾区内在住の方も一般料金で申し込み可能です。

2018年11月4日（日）～2019年1月8日（火）2018年11月4日（日）～2019年1月8日（火）
〈 申し込みに関する注意事項 〉
（1）すべて先着順で定員になり次第、期限前でも告知なく締め切ります。
（2）インターネット回線の不具合などによる申し込みの遅れについて、主催者は一切の責任を

負いません。
（3）申し込みについては、参加費の入金が確認出来次第、エントリー完了となります。
　  指定の期日までに入金確認が出来ないエントリーは無効となります。

（4）ファミリーＲＵＮ2㎞を4人以上でお申し込みの方はインターネットでのみエントリー可
能となります。

　　　　　　の対象大会です。出走権を譲りたい方、締め切り後の大会にエントリー
したい方は下記期間に手続きを行ってください。先行エントリーの方もご利用いた
だけます。
※振替用紙でお申し込みされた方はサービス対象外となります。
〈ゆずれ～るエントリー期間〉2018年11月6日（火）～ 2019年1月10日（木）

※エントリー手数料：支払総額4,000円まで205円、4,001円以上5.15％（税込）
※エントリーの際は RUNNET への会員登録（無料）が必要です。
　（エントリー開始前に登録しておくことをお勧めします）
RUNNETについてご不明な点は、RUNNETのヘルプページをご確認ください。

 http://runnet.jp/help/

インターネットから上記URLにアクセスし、エントリーページの指示に従っ
てお申し込みください。支払方法はお申し込みの際にお選びいただきます。

（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）

A イベントホームページ（インターネットエントリー）
http://www.katsushika-fureai-runfesta.jp/entry/

パンフレット・専用振替用紙のご請求先

【請求期間：9月21日（金）～12月25日（火）必着】
（申込状況により、期間内であっても受付を終了する場合があります。）
ご請求の際は、下記 2 点を封筒に同封の上、郵送でお送りください。
①大会名と希望部数を記入した用紙（希望部数に応じた切手を貼付）
②ご自身の氏名・住所を書いた返信用封筒
　※ご希望部数により切手の料金と封筒の大きさが変わります。

【長形3号】 1～3部：92円／4～6部：140円　　【角形2号】 7～9部：205円／10～20部：250円
※請求期間外のご請求はお受けいたしかねます。


