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ホームページからもお申し込みいただけます。　URL www.r-wellness.com

24時間ゆめリレーin湘南ひらつか 
問い合わせ・資料請求先

第16回

24時間ゆめリレー
in湘南ひらつか 2013
開 催 日  2013年9月14日（土）・15日（日）　
会場・コース  平塚市総合公園内 平塚のはらっぱ

主催：（株）ランナーズ・ウェルネス
後援：平塚市教育委員会、平塚市体育協会、（公財）平塚市文化スポーツまちづくり振興財団
協賛：日本製粉株式会社、日東メディカル株式会社
応援：カリフォルニア･レーズン協会、しゅくがわら接骨院
協力：株式会社湘南ベルマーレ
運営協力：NPO法人湘南スポーツコミュニティセンター

平塚のはらっぱをスタート・リレーゾーンとし、公園内約1.7kmを走るフラットなコース

申込期間 4月22日（月）～7月22日（月）※消印有効　

●一度申し込まれた参加料はいかなる場合も返金はできません。過剰入金・重複入
金の返金もできかねますのでご注意ください。

●未成年者の出場は保護者の同意が必要になります。
●公園の利用規則にしたがって会場を利用してください。火気の使用・他の来園者
の迷惑になるような行為、指定場所以外への駐車・テントの設置を行った場合は
出場が取り消される場合があります。

●参加にあたっては大会規則、大会要項内に書かれている事項、書かれていない
事項に関わらず大会役員からの指示に従って頂くことを原則とします。大会役員
の指示・誘導に従わなかった場合、当該選手もしくはチームの参加権を剥奪する
場合があります。

●大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等
への掲載権は主催者に属します。

●大会に関する詳しい情報をお伝えする参加者案内は大会3週間前に代表者に送付
します。
●会場にお越しになられる場合はなるべく公共交通機関をご利用になりお越しください。

●大会参加にあたり健康には十分留意し、無理をしないで参加してください。主催
者は、大会開催中の疾病・事故（怪我等）に際し、応急処置は行いますが、一切
の責任は負いません。

●大会ではマラソン保険に加入しますが、大会規則を守らない場合や参加方法が
不適切と判断された場合には保険が適用外となる場合があります。

●お申し込み後の種目変更はできません。人数変更については、申込期間中のみ
受け付けます。

●お申し込み後に住所変更をした場合は、事務局までご連絡ください。
●年齢・性別等の虚偽申告、申し込み者本人以外の出場（不正出場）は認めません。
この場合の出場は取り消されます。
●メンバー変更は8月28日（水）までに大会HP又は、FAX、Eメールで申し出てくだ
さい。申込期間中のメンバーの追加はできますが、メンバーは減らせません。尚、申
込期間終了後の人数は変更できません。

●地震等の天変地異・風水害・荒天・事件・事故等による中止の場合、原則として
参加料は返金しません。特別な場合は主催者が判断し、決定する場合があります。

※個人情報の取り扱いについて
○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ます。 ○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。 ○大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案内・
記録通知・関連情報の通知・ランナーズ・ウェルネス運営大会の参加のご案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供､記録発表（ランキング等）に利用いたします。また、主催者もしくは委託先から申し込み内容に関す
る連絡をさせていただくことがあります。尚、ランナーズ・ウェルネス運営大会の参加のご案内の送付を希望されない場合は、申込用紙の大会案内送付拒否欄にご記入ください。

大会規約

※1. 「平67系統 神明経由 田村車
庫行き」以外にお乗りください。

※2. お車でご来場の方は大会当
日、公園の駐車場はご利用でき
ません。大会専用駐車場（無料）
をご利用ください。駐車スペース
には限りがございますので、出
来る限り公共交通機関にてお越
しください。詳細はお申し込み後
にお送りする参加案内でお知ら
せいたします。

交通のご案内
■徒歩の場合
JR東海道線平塚駅西口下車
徒歩20～25分

■バスの場合
平塚駅北口（4番乗り場）より
「総合公園」下車徒歩5分

24時間ゆめリレー in湘南ひらつかでは

詳細はWEBで！ 24時間ゆめリレー 検索

ボランティアに関するお問い合わせ（平日午前10時～午後5時）

募集しています。
サブイベント

「Dream on Stage」
出演者

ちびっこマラソン
出場者

ボランティア

TEL： 0463-70-6668  
E-MAIL: sscc@npo-sscc.coｍ
http://www.npo-sscc.coｍ
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Shonan 
BMWスタジアム平塚

（平塚競技場）

代表者メールアドレス

大会会場

50名12時間
個人の部

18歳以上の健康な男女
（高校生不可）

14日（土）
20:00

1名 10,000円 15日（日）
8:00

平塚市総合公園のご案内

24時間ゆめリレーin湘南ひらつか パンフレット　裏面

6時間
チームの部

小学校高学年の部
小学校低学年の部
親子の部

200チーム

200名

500名

種目 参加定員 参加資格 スタート

6時間
個人の部

ちびっこマラソン

中学生以上の2名～6名の
グループ。選手兼任可のマ
ネージャー1名を含むこと

16歳以上の健康な男女

小学校低学年（1～3年生）男女

小学校高学年（4～6年生）男女

親子（子は小学生以下）
3種目合計

14日（土）
13:00

14日（土）12:00

14日（土）12:15

14日（土）12:30

ちびっこマラソン（予定） ※小学校低学年（1～3年生）男女 ※小学校高学年（4～6年生）男女 ※親子（子は小学生以下）

旧農林省果樹試験場跡地に市制施行50周年を記念してつくられた公園です。広さは
30.3ヘクタール。約230種10万本の木々が植えられた公園内には、「平塚球場」「平
塚総合体育館」「温水プール」「テニスコート」「ふれあい動物園」「わんぱく広場」「日本
庭園」「さくら広場」等があります。ご家族みんなで楽しめる公園です。

■コース説明
はらっぱをスタートし、ふれあい動物園や球場などの
前を通りながら公園内を巡ります。アップダウンがほ
とんどなく、走りやすい約1.73kmのコースです。

■テントスペース
（8名までのチーム：2.7m×3.6mの区画　
  9名以上のチーム：5.4m×3.6mの区画）
24時間チームの部には指定された場所に休憩
用のテントスペースを用意します。24時間・12時
間個人の参加者には男女更衣室テントと休憩テ
ントをご用意します。また、24時間チームの部の参
加者にはテントの貸し出し（有料）を行います。詳
細は大会3週間前に郵送する参加者案内に同
封いたします。テントエリアは事務局で決定いたし
ます。個別の希望を受け付けることはできませんの
で予めご了承ください。複数チームで参加される
場合は、テント隣合わせ希望を参加者案内到着
以降から受付けます。

種目・競技ルール

参加申込

①24時間の部、12時間の部、6時間の部は競技時間内にど
れだけの距離を走破できるかを競います。

②いずれの場合もチームの部は自由な走順で走ることができます。

③中継は中継所のみで行ってください。また、定められた中継
所以外での中継が発覚した場合、そのチームは失格となり
ます。ランナーが休憩に入る場合は中継所よりコース外に
出ての休憩となります。

④周回チェックはランナーズチップで計測します。チップの未
装着・脱落による走行はカウントしません。

⑤周回数の途中集計は随時、会場の記録ボードに表示します。

⑥18歳未満及び高校生以下の参加者は健康・安全管理上、
22時から6時の間は走行を禁止します。

⑦チームには必ずマネージャーが必要です（選手兼任可）。選
手兼任以外のマネージャーには参加料はかかりません。ま
た、マネージャー専属の方は走行できません。

■期間：2013年4月22日（月）～7月22日（月）※消印有効　　
■決定：先着順にて受付けます。
■方法：専用郵便振替用紙またはインターネット上の大会ホームページか
らお申込ください。

■事務手数料：郵便振替の場合、払込手数料がかかります。（郵便局によ
り異なります）　インターネットの場合は支払い方法により異なります。  
詳しくは大会ホームページをご覧ください。
■ちびっこマラソンは、ホームページからの申込となります。エントリーフォー
ムをプリントアウトしFaxでもお申込ができます。　

■表彰 各部門３位まで表彰　■記録計測 ランナーズチップによる計測　
■参加賞 参加者全員にタオル ※マネージャーは含みません。 申込締切 20１3年7月22日（月）

参加料金

2～4名
5名
6名

24,000円
30,000円
36,000円

1名  6,000円

東日本大震災復興支援「Ｐｒａｙ fｏｒ Ｊａｐａｎ」
2011年３月１１日に発生した東日本大震災で被災した方へ「Ｐｒａｙ fｏｒ Ｊａｐａｎ」として募金などの支援を行います。みなさんの1歩が、被災地の支えとなります。

東日本大震災による被災地復興支援のための義援金活動や応援メッセージなど、みなさんの想いを集める支援企画を考えています。
ランナーの皆さんとスタッフの私たちとでできる支援をしていきましょう。詳しくは大会ホームページでご案内いたします。

大会ホームページ http://www.r-wellness.com/ 大会事務局FAX番号：0463-70-6266

第16回

24時間ゆめリレー 
in湘南ひらつか 2013
ご家族・ご友人・会社の仲間、すべてのランナーが楽しめる夏の終わりの一大イベント。
今年は ～“夢”と“希望”をランニングでつなぐ～ がテーマ！
一人でも多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

（リレー）

24時間の部 6時間の部12時間の部 ちびっこマラソン

フィニッシュ

14日（土）
19:00

14日（土）
13:00

170チーム

80名

24時間
チームの部

24時間
個人の部

16歳以上の2名～12名の
グループ。選手兼任可のマ
ネージャー1名を含むこと
※メンバー全員が高校生以下
　のチームは不可

18歳以上の健康な男女
（高校生不可）

14日（土）
13:00

2～6名
7名
8名
9名
10名
11名
12名

42,000円
49,000円
56,000円
63,000円
70,000円
77,000円
84,000円

1名 15,000円

15日（日）
13:00

各種目 500円
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