
参加の ご案内  

大会スケジュール 

 開催日：2020年10月3日（土） 
  
 10:00 競技スタート YouTube LIVE 配信スタート 
        配信内で豪華賞品が当たる「抽選会」を実施！！ 

                
 17:00  競技終了   YouTube LIVE 配信終了 
  

● 大会当日は YouTube LIVE を見て、聴いて、大会に参加！！ 
   配信内で「抽選会」を行います。自分の参加者No.をチェック！ 
 
● 10:00～17:00時間内の好きな時間にスタート、ゴールを行う。 
 
● 2㎞は必ず走行、歩行すること。距離の上限は無し。 

   ※走行、歩行距離の申告は必要ありません。 

 
● どこでスタートしても、ゴールしてもOK。ご自身でスタート・ゴールの目標を設定してください。 
 
● STRAVAを使ったサブイベント！～みんなで走って、北から南のハウスの往復距離5,000キロを繋げよう～ 
  ※計測距離は9月28日から1週間の累計となります。 
 
● 当日は“ブルーコーデ”で走ろう！歩こう！あなたの“ブルーコーデ”をSNSで発信しよう！  
 
                           ベストコーディネート賞には素敵なプレゼントがあります。 
 

＃DMHブルー 
大会共通 
ハッシュタグ 

大 会 当 日 の ポ イ ン ト  

▼ 当日配信URL・QRコード 

Instagram 

Instagramでも大会の様子を生配信！ 

 大会の参加者人数は、約3,600名以上！！ 
     全国各地、たくさんの人と気持ちをひとつに！ 

＠dmhcjapan 

参加案内メールより 
ご確認ください。 
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10/3(土) 配信スケジュール 

TIME

10:00

～

11:00

～

12:00

～

13:00

～

14:00

～

15:00

～

16:00

～

17:05

せんだいハウスから枡田慎太郎さんが生出演

神戸ハウスから生中継

東大ハウスから生中継

ゲストトークショー

お楽しみ抽選会①

走る全力応援サポーター 高田夏帆さん 都内某マクドナルド店舗より生中継

MUSIC　～　BGM音楽をお楽しみください　～

北澤豪（大会アンバサダー）

高田夏帆（女優）

せたがやハウスガイドツアー

＼  10/3 sat. 当日は生配信を見て、聴いて、大会に参加しよう！ ／

ドナルド・マクドナルド・ハウス せたがや から生配信！！

YouTube LIVE（10/3 sat.プレミアム配信）

Schedule Guest

オープニング！チャリティラン＆ウォークがスタート！！

走る大会アンバサダー 北澤豪さん 都内某マクドナルド店舗より生中継

北澤豪（大会アンバサダー）

坂本雄次（大会実行委員長）

深堀圭一郎（プロゴルファー）

ふくおかハウスから生中継

ゲストトークショー

お楽しみ抽選会②

走る全力応援サポーター 森幸さん 都内某マクドナルド店舗より生中継 北澤豪（大会アンバサダー）

枡田慎太郎（元楽天プロ野球選手）

安藤美姫（プロフィギュアスケーター）

MUSIC　～　BGM音楽をお楽しみください　～

石田ひかり（女優）

森 幸（元アルペンスキー日本代表）

さっぽろハウスから生中継

ゲストトークショー

お楽しみ抽選会③

走る全力応援サポーター 片岡安祐美さん 都内某マクドナルド店舗より生中継

瀬古利彦（横浜DeNAランニングクラブ）

北澤豪（大会アンバサダー）

MUSIC　～　BGM音楽をお楽しみください　～

※配信スケジュールは変更になる可能性がございます。

瀬古利彦さん中継　各賞発表、お楽しみ抽選会④

グランドフィナーレ　～ご参加ありがとうございました～　配信終了

ふちゅうハウスから生中継

なごやハウスから生中継

ゲストトークショー

坂本雄次（大会実行委員長）

片岡安祐美（女子野球選手兼監督）

瀬古利彦（横浜DeNAランニングクラブ）
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大会実行委員長 
坂本雄次 

大会アンバサダー 
北澤豪 

全力応援サポーター 

石田ひかり 
全力応援サポーター 

瀬古利彦 

全力応援サポーター 

高田夏帆 
全力応援サポーター 

森 幸 ・森 未瑠加 
全力応援サポーター 

片岡安祐美 

全力応援サポーター 

安藤美姫 
全力応援サポーター 

深堀圭一郎 

大会ゲスト 

抽選会 

豪華賞品が当たる抽選会を YouTube LIVE で実施！！ 
ご自身の参加者No.を確認ください。 

 

※抽選会当選者、各ゲスト賞当選者には大会事務局より連絡後、賞品を発送させていただきます。 

●日本マクドナルド株式会社様ご提供 
・マックカード1万円分（10名様） 
 
●ケンコーマヨネーズ様ご提供 
・ドレッシング詰合せ (5名様） 
 
●カゴメ株式会社様ご提供 
・ヘルシージュースギフトセット（4名様） 
 
●ＮＴＴドコモ様ご提供 
・ポインコぬいぐるみセット（3名様） 
 
●森永乳業様ご提供 
・森永マミー24本詰め合わせ（1名様） 

●坂本雄次 賞（1名様） 
 ★ベストコメント賞 
 
●石田ひかり 賞（1名様） 
 
●高田夏帆 賞（1名様） 
 
●片岡安祐美 賞（1名様） 
 
●深堀圭一郎 賞（1名様） 

●株式会社美ノ久様ご提供 
・倭からし2本セット（8名様） 
 
●スターゼン株式会社様ご提供 
・仙台牛ロースステーキ250g2枚セット（5名様） 
 
●株式会社明治様ご提供 
・お菓子詰め合わせ（3名様） 
 
●フジパン株式会社様ご提供 
・オリジナル家電（2名様） 
 
●三越伊勢丹様ご提供 
・全国百貨店共通商品券 3万円分（1名様） 

●北澤豪 賞（1名様） 
 
●瀬古利彦 賞（1名様） 
 ★ベストコーディネート賞 
 
●森 幸 ・森 未瑠加 賞（1名様） 
 
●安藤美姫 賞（1名様） 
 

※抽選商品は変更となる場合がございます。 
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全国のハウスに立ち寄ろう！！ 

全国のハウスでもランナーを応援！走って、歩いて、ハウスを訪れてみましょう！！ 
ハウスを訪れてくださった皆様に、スポンサー企業からのサンプリング商品をプレゼント！ 
 
各ハウスごとで、給水所やプレゼントが貰えたり…記念写真を撮影できたり…盛り沢山◎ 
この機会に是非、ドナルド・マクドナルド・ハウスを訪れてみてくださいね！！ 

さっぽろハウス…ボランティアさんの手作りマスコットを配布しま
す。また休憩場所としてもご利用いただけます。 
 
せんだいハウス…ランナーの皆さまに応援メッセージを記入い
ただくボードを設置しています。また給水ポイントを用意してい
ます。 
 
とちぎハウス…テーブルを設置し、皆様の休憩ポイントをご用
意しています。 
 
さいたまハウス…2階デッキの入り口付近でハウスの紹介ポス
ターとさいたまハウスの内部紹介写真のパネル展示します。ま
たお子さんにハッピーセットのおもちゃを配布します。 
 
東大ハウス…ドナルドベンチで記念撮影ができます。給水ポ
イントを用意しています。 
 
せたがやハウス…給水ポイントを用意しています。またチャリ
ティマルシェも行います。 
 
ふちゅうハウス…休憩ポイントを用意しています。またお子さ
んにハッピーセットのおもちゃを配布します。 
 
なごやハウス…給水ポイントを用意しています。またお子さん
にハッピーセットのおもちゃを配布します。 
 
おおさか健都ハウス…給水ポイントや冷タオル・救護スペース
をご用意しています。またドナルドベンチで記念撮影ができま
す。 
 
神戸ハウス…給水ポイントを用意しています。またランナーの
皆さまに応援メッセージを記入いただくボードを設置しています。 
 
ふくおかハウス…テラスを開放し、給水ポイントを用意してい
ます。またチャリティマルシェやプロジェクターでの映像配信も行
いま 

大会オリジナルフォトフレームもご用意しています！ 
ハウスの前で記念写真を撮り、SNSで発信しましょう！ 

全国の各ハウスで 
皆さんをお待ちしております！ 

各 ハ ウ ス ホ ス ピ タ リ テ ィ  

▼全国のハウス一覧 

せたがやハウスでは
YouTube LIVE 

配信の様子が 
見れますよ！ 

是非、お越しください！ 

※当日はハウスを利用されるご家族がいらっしゃいます。ハウス前が密にならないようご配慮をお願いいたします 
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参加者特典（参加賞） 

●大会当日限定スペシャルクーポン 
 

当日は全国のマクドナルド店舗が、スペシャルクーポンで参加者を応援！ 
マクドナルドのＭサイズのドリンク（一部商品除く）を50円で何回でも
ご利用いただけるスペシャルクーポンを参加者に配信いたします。 
当日は、マクドナルド店舗を給水所として利用しましょう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 使用時にスマートフォン、携帯の画面にてご提示が必要です。 
※ スペシャルクーポンは参加案内メールに添付してあるものになります 
※ 10円がドナルド・マクドナルド・ハウスに募金されます 

青い色を身に着けて想いで繋がろう 

  医療従事者の方をブルーコーデで応援しよう！ 
 

 大会当日は、ブルーのアイテムを身に着けて参加しましょう！ 
あなたの“ブルーコーデ”を「＃DMHブルー」のハッシュタグをつけてInstagram、twitter、SNSに投稿しよう！ 
ベストコーディネート賞には素敵なプレゼントがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＃DMHブルー 
大会共通 
ハッシュタグ 

sample 
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STRAVAを使ったサブイベント！ 
～ みんなで走って、北から南のハウスの往復距離5,000キロを繋げよう ～ 

 ※計測距離は9月28日から1週間の累計となります。 

  ●ランアプリ「STRAVA（ストラバ）」登録方法 
 

 １）スマートフォンのアプリストア等でランニングアプリ「STRAVA」を検索 
 

 ２）「STRAVA」を選択し、ダウンロードして登録（無料） 
 

 ３）クラブに参加しよう！ 
  ①「探索」画面→「クラブ」から「マクドナルド」と入力 
  ②『【公認】ドナルド・マクドナルド・ハウス支援 チャリティラン&ウォーク 』 
     を選択して、「参加リクエストを送信」を押下 
 
 
       ※下記URL、QRコードからも参加出来ます 
      https://www.strava.com/clubs/dmhcrw2020 
 
 

 ４）走った記録を保存しよう！ 
  ① 走る前に「記録」→「スタート」 
  ② 走り終わったら「■(ストップ)」→「完了」→「保存」 
   ※公開範囲を自分のみにすると参加出来ないので注意です！ 

ランニングアプリSTRAVAを使って、みんなで5000キロ走破を目指すサブイベントです。  
※サブイベントの参加は任意となります。 
 

仲間と一緒にランニングを楽しもう！！ 
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■お問い合わせ先 
 ドナルド・マクドナルド・ハウス支援チャリティーリレーラン大会事務局 
 大会前 10/2（金）まで TEL: 0120-846-024 （平日10：00-17：30） 
 大会当日 10/3（土）  TEL：090-8587-8448  (9:30-17:00)    

■注意事項 
 

● 体調が悪い場合は、決して無理せず参加を辞退してください。 
  大会中でも体調に異常を感じたら、無理をせず走行、歩行を中断するようにしてください。 
 

● 全国で一斉に開催される大会ですので、原則開催の中止はございません。 
  参加者皆さまの出走エリアの天候で警報・注意報が出ている場合は、安全を確保し、時間帯をずらす、 
  または出走を中止してください。悪天候、天災などにより出走出来なかった場合、参加料の返金はございませんが、 
  参加賞のクーポンはご利用いただけます。 
  また、大会の様子はYouTube LIVEでご覧いただけます。 
 

● 悪天候、天災などにより生配信（YouTube LIVE）を中止する場合がございます。 
  ※配信中止の場合、当日の7時に大会ホームページ、公式Facebookにてお知らせします。 
 

● 走行中のマスクにつきましては強制はございませんが、マクドナルド店舗内、各ハウス周辺では 
  マスクの着用をお願いいたします。また各ハウスにおける感染防止対策の指示に従ってください。 
 

● 新型コロナウイルス感染リスクを抑えるため、それぞれの参加者が安全に走行・歩行ができる環境下を 
  設定したうえで参加してください。 
 

● 複数人数で走行・歩行する場合は、十分な距離を空けるなど周囲への配慮をお願いします。 
 

● 交通規則に則り、交通マナーや公共施設等の利用ルールを遵守し参加してください。 
 

● 走りながら、歩きながらスマートフォンを操作することは大変危険ですのでお止めください。 
  また、大会中 スマートフォンとイヤホンでライブ配信をお聴きいただく際には、 
  周囲の状況に配慮しながらくれぐれも安全を保ってご視聴ください。 

■大会規則 
 

1. 主催者は、大会開催中の参加者自身の傷病や紛失、その他事故について一切の責任を負いません。バーチャルランという性質上、上記
補償が付保できませんので、参加者ご自身で傷害保険に加入するなど自己責任のもと参加してください。 
大会開催中に通行人に接触しケガを負わせるなど、参加者が加害事故を起こした場合の賠償保険（１億円上限）に加入しています。 
2. 健康状態に留意し、十分なトレーニングをして大会に参加してください。心疾患等重大な疾病を患っている方は参加できません。 
3. 新型コロナウイルス感染リスクを抑えるため、それぞれの参加者が安全に走行・歩行ができる環境下を設定したうえで参加してください。 
4. 交通規則に則り、交通マナーや公共施設等の利用ルールを遵守し参加してください。 
5. 複数人数で走行・歩行する場合は、十分な距離を空けるなど周囲への配慮をお願いします。 
6. 体調が悪い場合は、決して無理せず参加を辞退してください。レース中でも体調に異常を感じたら、無理をせず棄権するようにしてください。 
7. いかなる理由があっても参加料および参加に際しかかった費用の返金はいたしません。 
  例）・大会に参加しなかった場合 
   ・自己都合によるキャンセルを行った場合 
   ・地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病・高温等、主催者の責によらない事由で、大会が開催中止となった場合 
 
8. 家族・親族・保護者（参加者が未成年の場合）、または代表者がお申込みした場合も、本人が本大会への参加を承諾のうえ、申込し
たものとみなします。 
9. 申込時に登録した参加者本人が参加してください。代理での参加はできません。 
10. 主催者は、今大会に登録した個人情報を次回大会の案内に限り利用します。 
11. 主催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し個人情報を取り扱います。なお、取得した個人情報は、プログラム
編成及び作成、記録発表、公式ホームページその他大会運営及び必要な連絡等に利用します。 
本大会はテレビ放送及びインターネットで動画配信を行うことがあります。 
大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び主催者が承認した第三者が大会運営及び宣伝等の目的で大会プログラム・ポスター
等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載することがあります。 
大会の映像は主催者の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上において画像や動画を配信することを含む）はお断りさせて
いただきます。使用したい場合は、大会事務局までお問合わせください。 

■大会要項 
 

大会ホームページ内よりご確認ください。 
大会公式ホームページ（大会要項）：https://www.r-wellness.com/dmhc-3h-relay/outline/index.html 
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