
今年も区内の商店や銭湯等の協力店舗による、おもてなしサービスを実施します！参加者の皆様は、「おもてなしパ
ス」を提示することで、協力店舗でお得なサービスを受けることができます。また、REAL形式参加者の方には「Ｒ
ＵＮフェスタクーポン券」をお届けしますので、ぜひ協力店舗でお使いください！ 

かつしかふれあいRUNフェスタ
大会事務局
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前２-４-１２ DT外苑
お問い合わせは、大会HPのお問い合わせ
フォームをご利用ください。

大会に関するお問い合わせ先

大会の申込規約や注意事項をご確認できます。
また、コースについてはコース紹介ページをご確認く
ださい（工事状況により変更する場合があります）。

大会開催中の　　　　　　　　　　について

「おもてなしＭＡＰ」を
チェック！

今大会のおもてなしサービ
スを、事前に送付するおも
てなしＭＡＰでチェックしま
しょう！区内商店・観光施設・
浴場組合など、様々な店舗
が掲載されています！

STEP.1

「協力店舗」へ
行きましょう！

応援キャンペーン期間（3/1
～3/20）に、「盛り上げ隊」
ポスターが貼ってあるRUN
フェスタ協力店舗をランニン
グやウォーキングで巡りま
しょう！

STEP.2

「おもてなしパス」を
提示しましょう！

各協力店舗では、大会前に送付す
る「おもてなしパス」を提示する
と、おもてなしサービスを受ける
ことができます！また、同封する
「ＲＵＮフェスタクーポン券」もご
使用できます（一部店舗除く）！

STEP.3

「おもてなしサービス」
を楽しみましょう！

葛飾のおもてなしをご堪能
ください！
なお、お店の方におもてな
しパスを提示する際、ＲＵＮ
フェスタ参加者である旨を
お伝えください！

STEP.4

おもてなしサ ービ ス

○○商店

くわしくは大会公式HPから

ポスター
おもてなし
パス

※クーポン券はREAL形式参加者のみとなります。

大会を共に支えるサポーターのみなさまを募集します！
①ボランティア

募集
【対象】
中学生以上（ただし中学
生は成人以上の責任者と
一緒にお申込みくださ
い）

【活動内容】
入場管理、受付、スター
ト誘導、ランナーへの給
水など

コース上でランナーを
応援しましょう!
【活動内容（例）】
楽器演奏・ダンス・太
鼓・着ぐるみ演出など
※出演料はいただきません。

出演場所は事務局で調整い
たします。

※会場内の密を避けるため、
今大会のステージは中止し
ます。

②応援（協力）
団体募集 ③協賛企業募集 ④協力店舗

（盛り上げ隊）募集
【協賛の種別】
（1）金品による協賛

（1 口：1 万円から）
（2）物品による協賛
（3）コ ン テ ン ツ パ ー ト

ナー（企業の特性を
活かした大会協賛）

【協賛の特典】
大会プログラムや制作物
等に企業名や広告を掲載
するなど、協賛ランクに
より様々な特典がありま
す！

キャンペーン期間中に「おもてな
しパス」の提示をした方に、おも
てなしサービスをご提供いただく
店舗を募集します！
【サービス内容の例】
ドリンク１杯サービス、飲食割
引、粗品プレゼント、銭湯でのタ
オル無料配布など
【協力店舗の特典】
大会終了までの期間、大会ホーム
ページやSNS等にて、各協力店舗
をご紹介します！
大会参加ランナー・ボランティア
に協力店舗でご利用いただける
「RUNフェスタクーポン券」を発
行します！

締切は12月3日（金）まで！ 詳しくは、大会公式ホームページをご覧ください。

ふれあい健康RUNの部《誰もが楽しむランニング》
（ファミリー RUN2km）

ONLINEの部（累計距離）
《全国どこからでも好きな時間に参加が可能》

チャレンジ RUNの部《記録を楽しむランニング》
（ハーフマラソン、10km） ※日本陸連公認コース（予定）

大会MC

お笑い芸人（吉本興業所属）

がんばれゆうすけさん

ゲストランナー

100kmウルトラマラソン
元世界ランキング1位

能城  秀雄さん

大会MC

ものまねアスリート芸人

M 高史さん
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REAL形式
2022.3.13（日）
堀切水辺公園

ONLINE形式

REAL形式1

ONLINE形式２

日 時 日 時

種 

目

場 所
2022.3.1（火）～3.13（日）
全国どこでも

日 時

場 所

大会公式
ホームページ

大会公式 SNS
InstagramFacebookTwitter

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千葉 東葛・葛飾局
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：京成電鉄株式会社、株式会社ホンダカーズ東京、ミズノ株式会社
　　　　　株式会社東京ネットワーク、大塚製薬株式会社、亀有信用金庫
　　　　　株式会社浅川製作所、株式会社アステックス
　　　　　株式会社 And Technologies、イイダ産業株式会社
　　　　　青戸運送株式会社（スウィートパピヨン）、株式会社東洋堂ハウス SP
　　　　　学校法人鬼木医療学園 国際鍼灸専門学校
　　　　　KSC wellness フィットネスクラブ金町 金町スイミングクラブ
　　　　　東榮信用金庫、東京商工会議所 葛飾支部、引越のプロロ
　　　　　堀切商店連合会、南葛ＳＣ

※2月1日（火）時点で東京都内にて緊急事態宣言が発令されている場合、REAL形式を中止とし、
ONLINE形式への参加へと切り替わります（LAWSON DO! SPORTS、Loppi端末からお申込
みをされた方は、ONLINE形式への参加切り替えの対象外となります）。REAL形式の中止決定
時までに生じた諸費用等を勘案し、差額分の還付対応を検討いたします（返金はいたしません）。

大会ゲスト紹介

1 2

2021.11.12（金）～11.23（火・祝）
2021.11.24（水）～12.28（火）

2021.11.12（金）～12.28（火）2021.11.12（金）～12.28（火）
※区民先行割引は対象外

区民先行エントリー

一般エントリー

一般エントリー

スポーツ振興くじ助成事業
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チャレンジRUN（ハーフ・10㎞）
は、日本陸連公認（予定）のフラッ
トで走りやすいコースです！

東京スカイツリー®を臨む水と緑
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！

ハーフマラソン完走者の中から3
名に東京マラソン2023の出走
権を付与いたします！

HMCC（ハーフマラソンチャレンジカップ）に参
画！ 日本記録達成・大会記録達成者（優勝者）
へ賞金を授与します！また、初完走、自己記録
更新者には記念WEB記録証を発行します！

2019年全国1,500以上の大会か
ら全国ランニング大会100撰に選
出!! 全国のランナーの意見を反映
し、今後も成長し続けます！

令和4年3月13日（日）
堀切水辺公園及び荒川河川敷管理道路
日本陸連公認コース（予定）
※チャレンジRUN（10km・ハーフ）のみ

開 催 日
会 場

令和4年3月1日（火）～ 3月13日（日）
全国どこでも

開催期間
会 場

開 催 要 項

③ローソン・ミニストップ店頭のLoppi端末によるお申込み
全国のローソン・ミニストップ店頭のLoppi端末でお申込みが可能です。
操作手順は右記二次元コードからご確認ください。 ※別途受付手数料がかかります。

B コンビニ（ローソン・ミニストップ）

インターネット　または
❶ ❷いずれも
A コンビニ（ローソン・ミニストップ）でお申込みいただけます。B申 込 方 法

区民先行エントリー❶

一般エントリー❷

（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）申込みについては、参加費の入金が確認でき次第、エントリー
完了となります。

　  なお、指定の期日までに入金確認ができないエントリーは無効
です。

（４）2月1日（火）に緊急事態宣言が発令されている場合、REAL形式
は中止とし、ONLINE形式への参加へ切り替わります。
※LAWSON DO！ SPORTS、Loppi端末でREAL形式のお申

込みされた方は、ONLINE形式への参加切り替えの対象外です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策

⑴REAL形式

⑵ONLINE形式 

会期・会場

⑵ONLINE形式 

大会前に送付する体調管理チェックシート（大会前2週間の健康状態）に
ご記入・ご持参のうえ、当日入場管理ブースへお越しください。検温・消
毒・体調管理チェックシートの確認後、リストバンドをお渡しするので、
着用して入場してください。なお、参加種目の開始時間の30分前には入
場管理ブースを通過してください。

選手受付

①REAL形式を完走した方に、WEB記録証を発行します。また、後日、
大会ホームページより、写真付き記録証（LAWSON　DO！
SPORTS、Loppi端末からお申込みをされた方はご利用できません）
をダウンロードすることができます。また、エントリー時に希望した
方には大会終了後、記録証を郵送します（別途500円）。

②ONLINE形式参加者には、後日、大会事務局より送付されるメールか
ら、WEB記録証を発行することができます。※写真は付きません。

記  録  証

共 通 事 項

参加資格

・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。）

・主催者が講じる新型コロナウイルス感染拡大防止対策を理解し、別途同
意される方。

1.チャレンジRUNの部
●制限時間内で完走できるとともに、本要項を理解し同意された方。
①10km：大会当日高校生以上の一般男女（制限時間：2時間）
②ハーフ：大会当日高校生以上の一般男女（制限時間：3時間30分）
2.ふれあい健康RUNの部（ファミリーRUN2km、制限時間なし）
●保護者1人（20才以上）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）

※「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。

⑴REAL形式
〈共通事項〉
●伴走者を必要とする身体等に障害のある方は、エントリー時に大会事務

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、伴走者を付けていただく

とともに、エントリー時に大会事務局まで事前にご連絡ください。

●交通ルールを遵守して参加できる方。
●RUNNET（ランネット）会員への登録が可能な方で、スマートフォン

を持ち、TATTAアプリをインストールすることができる方。

表　　彰

①総合表彰
　チャレンジRUN（10km・ハーフ）は、男女総合それぞれ8位まで、賞品

を後日、ご自宅に郵送します。
②年代別表彰
　チャレンジRUN（10km・ハーフ）は、10才刻みで、男女別1位から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（10km・ハーフ）は、ぞろ目賞（111位）と飛び賞（男子

100位、200位、300位／女子100位、200位）の方に賞品を後日、ご自
宅に郵送します。

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

齢の方に賞品を後日、ご自宅に郵送します。
⑤ふれあい健康RUN（ファミリーRUN2km）は、記録計測は行います

が、表彰、順位付けはありません。

ランク順位による特別賞（飛び賞など）を贈呈します。

種目・部門

⑴REAL形式

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込みください。
支払方法はお申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）。
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。

A インターネット（①RUNＮET ②LAWSON DO！ SPORTS）

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込みください。
支払方法はお申込みの際にお選びいただきます（クレジットカード、コンビニ入金/Pay-Easyなど）。
LAWSON DO! SPORTSについてご不明な点は、LAWSON DO! SPORTSのよくある質問をご確認ください。

2021年
１１月12日（金）～１１月23日（火・祝）

2021年
１１月24日（水）～12月28日（火）

https://runnet.jp/help/

https://do.l-tike.com/faq/

http://www.katsushika-fureai-runfesta.jp/entry/

https://do.l-tike.com/app/dss/race/detail?acd=F1xWB69jGUs
②LAWSON DO! SPORTSによるお申込み

①RUNＮETによるお申込み

競技会場における対策
①会場内の密集緩和を図るため、従来大会の50％に定員を設定するほ

か、今回は種目数を従来の6種目から3種目に減らし、多くのランナーが
滞留しないように分散します。また、ふれあい健康ＲＵＮを２㎞のみに限
定することで、動線を簡素化し参加者が交錯する機会を減らします。

②出入口を2か所に制限し、入場前に検温・消毒及び体調管理チェック
シートの提出にご協力いただき、体調チェックを徹底します。

※体温が37.5度以上ある方は、隔離用救護テントで再検査を行い、再び
体温が37.5度以上ある場合は出走を見合わせ、ご退場いただきます。

③トイレ整列時のソーシャルディスタンスを確保するとともに、利用後の手
指消毒等を徹底します。

　更衣室内にはサーキュレーターを導入し、換気能力の向上を図ります。
　また、更衣室出入り口には足消毒マットを設置して、室内へのウイルス

侵入を予防します。

競技中の対策
①スタート地点では、密を避けるため【ウェーヴスタート】を採用し、ネットタ

イム計測を行います。また、スタート時は１㎡間隔で並び、スタート直前ま
でマスクを着用していただきます。ゴール後には、ランナーにマスクを配
布して、着用していただきます。

※ハーフ・10kmの参加者で日本陸連登録者の方は、グロスタイム測定を
行います。

②コース上およびスタート前・フィニッシュ後の給水所では、飛沫感染対策
として「蓋付きの紙コップ」を配布します。

その他
①表彰式は行いません（入賞者は賞品を後日、郵送します）。
②会場での参加者の滞留を避けるため、会場内での飲食ブースの出店は

行いません。ただし、参加者の皆様には区内商店など協力店舗とコラボ
した様々なおもてなし企画を準備しています。

新型コロナウイルス感染症による大会中止基準 ①２月1日（火）時点で東京都内にて緊急事態宣言が発令されている場合
②２月２日（水）以降であっても、国又は都から大会中止要請が発令される場合

⑴REAL形式

⑵ONLINE形式 

〈 申込みに関する注意事項 〉※葛飾区内在住の方のみ対象となります。

※葛飾区内在住の方も一般料金で申込み可能です。

ONLINE
の部

チャレンジ
RUNの部

累計距離

10km

ハーフ

一　般／4,000円/人
（区民先行／3,500円/人）

一　般／5,000円/人
（区民先行／4,500円/人）

一　般／2,000円/人
（区民先行／1,500円/人）

1,500円/人
（区民先行割引対象外）

ふれあい健康
RUNの部

ファミリー
RUN
2km

参加費

500人

1,000人

2,000人

600人

定　員種　目 スタート部　門

※ONLINE形式は区民先行割引対象外（申込み可）

⑵ONLINE形式 

08:30

10:10

11:15
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