
新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策を講じるうえで、他の地域から参加者を募ることが難しいため、宮城県内在住者の方
を対象として開催いたします。宮城県外在住の方の申込はお受付出来ませんので、ご了承願います。
本大会は、参加者・スタッフ・地域住民の皆様の安全を第一に考え、下記の新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開催いたします。申込前に
必ずご一読いただき、安全な大会運営にご協力いただきますようお願いいたします。
①走者以外はマスク等の着用にご協力ください。
②会場内の密集回避のため、表彰式を行わず、当日会場にて賞状・副賞をお渡しいたします。飛び賞は後日大会HPにて発表し、対象チームに副賞等
発送いたします。
③代表者は大会前3日間分のメンバー全員のメディカルチェックシートを提出願います。また、当日は参加者全員に検温を実施いたします。
 37.5℃以上の方は参加できませんのでご了承願います。
 ※メディカルチェックシートは、参加案内に同封し、大会1週間程度前に届くよう発送いたします。
 ※大会当日はご自身でも検温したうえでご参加ください。
④キッチンカー等での飲食販売は行いませんのでご了承願います。
⑤入金後に主催者が大会中止を決定した場合の参加料については、中止を決定した時点までに生じた費用等を
勘案し、返金の有無及び金額、方法等を決定いたします。
⑥参加者以外の方は、メインスタンドでの観覧をお願いいたします。競技エリア（コース・選手待機スペース）への
入場を制限いたしますので、ご協力をお願いいたします。なお、荷物の受け渡し等ある場合は、事前にもしくは
競技場外でお願いいたします。
⑦感染症予防のため、ごみは各自お持ち帰りください。
※新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン・中止規定の詳細は、右記よりご確認ください。
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事務局

宮城野中学校

前回大会までの写真をみることができます！

フォトギャラリー
https://www.spf-sendai.jp/event/relay/gallery/

大会HPの更新状況はSNSからでも確認できます！

https://www.facebook.com/sendairelay/

ぜひチェックして
みてくださいね！

仙台駅から、徒歩25分
JR仙石線宮城野原駅下車、徒歩5分

会場アクセス

※駐車場は1チーム1台分を準備予定

@sendai_relay

新型コロナウイルス感染症に
関わる大会中止規定

⑴大会当日、県内に緊急事態宣言(※)ま
たは、まん延防止等重点措置が発令さ
れている場合
 ※新型インフルエンザ等対策特別措
置法に基づく緊急事態宣言、または
県市独自の緊急事態宣言

⑵国または自治体から外出自粛を要請
された場合
⑶国または自治体からイベントの自粛を
要請された場合
⑷新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、主催者が安全な大会運営を実施
することができないと判断した場合

新型コロナウイルス感染症対策に関する誓約事項
下記誓約事項に同意のうえ、お申込みください。参加申込を受理した時点で下記内容に同意し
たものと判断します。
⑴本大会の感染症対策や中止規定並びに個人情報の取得・提供について了承いたします。
⑵以下の場合は大会参加を辞退いたします。
〇大会当日に発熱(37.5℃以上）や呼吸器症状がある場合、または体調が万全でない場合。
〇メディカルチェックシートの各項目のうち、1つでもあてはまる症状がある場合。
〇同居家族や身近な知人も含め、大会2週間前以内に発熱や感染が疑われる場合。
〇同居家族や身近な知人も含め、大会2週間前以内に政府から入国制限、入国後の観察期間
を必要とされている国、地域等への渡航、または当該在住者との濃厚接触がある場合。
〇参加者が高校生以下の場合、所属する学校が休校もしくは部活動が休部の場合。
⑶感染防止対策（マスク等の着用、大声での応援禁止、密集を避ける行動等）を徹底いたします。
⑷参加者・スタッフ等に感染者が出た場合、保健所や医療機関などの聞き取りに協力いたします。
⑸参加者・スタッフ等に感染者が出た場合、個人情報を保健所や医療機関などへ提供いたします。
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主　催／ （公財）仙台市スポーツ振興事業団・仙台市・仙台市陸上競技協会
主　管／ 仙台リレーマラソン実行委員会
事務局／ （公財）仙台市スポーツ振興事業団
 TEL022-297-1321
 URL https://www.spf-sendai.jp/event/relay/

弘進ゴム アスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）会 場

申込期間 8月10日（火）～8月31日（火）※先着
新型コロナウイルス感染症の影響により、大会の中止や内容の変更を行う場合がございます。その際は、大会ホーム
ページ等で速やかにお知らせいたします。今大会は、宮城県内にお住いの方を対象として開催いたします。宮城県外
在住の方の申込はお受付出来ませんので、ご了承願います。

DAY1 10.23SAT 42.195km 男子・女子 ミックス マスターズ

10/24SUN
特別企画
21.0975km

DAY2 10.24SUN 42.195km ミックス 10km 小学生・中学生 ファミリー
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10/23
㈯

① ☆男子（高校生以上の男性のみで構成されたチーム）

10/24
㈰

事前にMSPOへ
ユーザー登録（任意）
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①42.195kmは１チーム６～１５人で１周1.4kmのコースを３０周(プラス 195m)、10kmは１チーム４～７人で同じく1.4kmのコースを７周(プラス 200m)、タスキの
受け渡しによるリレーを行います。

②出走順、各自の周回数は自由ですが、メンバー全員が最低１周走ってください。１人が連続で走っても構いません。なお、小学生の出走については１人１周となりま
す。

③ミックスの部で第１走者が小学生の場合は、安全面を考慮して後方からのスタートとなります。 
④タスキは必ず肩から脇の下にかけて走行してください。
⑤タスキの受け渡しは決められたゾーンで行い、コース途中でのタスキの受け渡しはできません。 
⑥制限時間内に規定距離を走り切れなかった場合は、制限時間で走った距離が記録となります。 
⑦コース上は、ナンバーカードとタスキを装着している方のみが走行可能となります。走者の同伴者及びチーム関係者等による併走・伴走は基本的にできません。 
※障がい等をお持ちの方の参加にあたり、伴走ナンバーカードが必要な場合は別途発行いたします。

※詳しくは右記
　QRコードより
　ご確認ください。
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私たちは、大会出場にあたり、競技に伴う危険性を認識したうえ、主催者が設けた要項の規定を守る事を誓います。また、大会開催中の事
故に対しては、自己の責任において処理することを誓います。
1. 大会出場にあたり、健康管理には十分注意するとともに大会当日体調が悪い場合、37.5℃以上の発熱がある場合は、勇気を持って出
場を辞退します。

2. 計測用タグ（レンタル）を破損した場合、返却しなかった場合は、実費1,620円（タグ1個あたり）を支払います。
3. 大会期間中は、主催者の指示に従い会場周辺の美化に努めます。また、モラルの向上に努め、暴言やスポーツマンにあるまじき行為、
自然破壊等の恥ずべき行為を行いません。

4. 大会の映像・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・利用されることを承認します。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

5. 上記の内容に同意し、注意事項及びルールを守って参加します。
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①氏名・年齢・性別・住所・連絡先の虚偽申告、申込者以外の出走（不正出走）は認めません。こうした行為が判明した場合は、出走が取り
消されます。

②チームメンバー全員の氏名・年齢・性別・住所・連絡先の記入が必要となります。
③申込後、自己都合によるキャンセル等の参加料の返金はできかねますのでご注意ください。
④参加料の過剰入金・重複入金について全額返金はできかねますので、十分にお気をつけください。
⑤地震・風水害等の天候変異、疫病、もしくはその他事項により、主催者が大会中止を決定した場合の参加料については、中止を決定した
時点までに生じた費用等を勘案し、返金の有無及び金額、方法等を決定いたします。

⑥競技中の事故について、主催者は応急手当及び保険の範囲内での保障は行いますが、それ以外の責任は負えませんので十分に注意し
てお申込みください。また、新型コロナウイルス感染症は保険の対象外となりますのでご注意ください。

⑦18歳未満の方は保護者の承諾が必要になります。
⑧走者の安全確保のため車椅子での参加はできません。
⑨他の走者の邪魔になったり、進路を妨害する可能性がある仮装（極端に大きいもの、ボール等）や、社会モラルに反する仮装は主催者判
断により出走を取りやめていただくことがあります。

⑩参加者の個人情報については「個人情報保護条例」他関係法令を遵守し、大会運営に必要な範囲内で使用させていただきます。また、
次年度の開催予定等、（公財）仙台市スポーツ振興事業団の主催する各種イベントの情報提供に利用させていただきます。

⑪大会出場中の映像・写真・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。
⑫プログラム作成、記録計測処理等大会運営に伴い、主催者以外の第三者へ一時的に提供した個人情報についても関係法令を遵守し、主
催者の管理により適正に処理いたします。

募　集　要　項
1人1人は短い距離でも、チームみんなでタスキをつなぐことで長い距離を走破できるのがリレーマラソンの魅力です。
弘進ゴム アスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）をスタート・フィニッシュとした宮城野原公園総合運動場内の1周1.4㎞特設コースで、タスキを
繋ぎ42.195㎞または10㎞の完走を目指します。
チームでタイムにこだわるもよし！協力してフルマラソン完走を目指すもよし！職場の交流を深めるもよし！はたまた仮装で目立って仮装賞を狙う
もよし！そんな、仲間との一体感や達成感を感じられること間違いなしのランニングイベント！あなたも参加してみませんか！？

●完走記録証は、後日、ホームページよりダウンロードする形式となります。
●表彰対象チーム数は、参加チーム数により変更になる場合があります。
●会場内の密集回避のため、表彰式は行いません。当日会場にて賞状・副賞をお渡しいたします。
飛び賞は大会HPにて発表し、対象チームに副賞等発送いたします。

開催日 令和3年10月23日㈯・24日㈰雨天決行

開催日 10月24日㈰
制限時間 3時間

申込方法 インターネット受付のみ

定員 50人（先着）
カテゴリー 男子・女子

参加資格 独力で21.0975㎞を走る事ができる
18歳以上の方（高校生不可）

参加料 5,000円／1人
※参加料には傷害保険料が含まれます。

種目 21.0975㎞　※1周1.4㎞のコースを15周（プラス97.5m）

申込期間 令和3年8月10日㈫9：00～8月31日㈫17：00

〈種目・カテゴリー・定員・参加料〉
日にち 種目・カテゴリー 定 員

200
チーム
（先着）

200
チーム
（先着）

参加料

（※10㎞は1チーム
あたりの料金）
5,000円

参加人数
╳

1,500円（6～15人）

参加人数
╳

1,500円
（6～15人）

競技
番号

会　場 弘進ゴム アスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）
※スタート、フィニッシュ

表彰 ◆各カテゴリー 1位～3位
◆仮装賞（各日2チーム）

※上記時間は変更になる場合がありますので、ご了承ください。

7：00
7：00～8：30

8：45
9：00
14：00

開　　場
検温・選手受付
開会式
競技スタート
競技終了

※参加料には傷害保険料が含まれます。　※参加者全員に参加記念品を差し上げます。

② ☆女子（高校生以上の女性のみで構成されたチーム）

④ ☆マスターズ（全員が大会当日満50歳以上で構成されたチーム）

③ ☆ミックス（小学生以上の男女各1人以上を含む、6～15人で構成されたチーム）
　※高校生以上の方を1人以上含めてください

42.195㎞
制限時間 5時間

⑤ ☆ミックス（小学生以上の男女各1人以上を含む、6～15人で構成されたチーム）
　※高校生以上の方を1人以上含めてください

42.195㎞
制限時間 5時間

10㎞
制限時間 2時間

⑧
★ファミリー（小学生以上4～7人で構成されたチーム）
　※小学生または中学生と、高校生以上の方を各1人以上含めてください
　※ご親族やご近所の家族との合同チームでも参加可能です

⑥ ★小学生（小学生7人で構成されたチーム）
⑦ ★中学生（中学生4～7人で構成されたチーム）

①インターネット

ネット申込みが便
利！

②事務局直接受付

●申込時、メンバー全員の［氏名・年齢・性別・住所(市町村まで)・電話番号］の記入が必要となります。事務局に直接お申し込みの方は、申込用紙（HPからもダウンロード可
能）にご記入いただきます。　●「参加案内」、大会当日にご提出いただく「メンバー表」は、大会１週間程度前に届くよう発送いたします。　●インターネット受付による領
収書については、原則大会事務局では発行いたしません。各支払先が発行する領収書や明細書、払込受領書等をもって領収書に代えさせていただきます。

※ユーザー登録は任意ですが、事前に登録をしておくとエントリー時の入力がスムーズになります。
※ユーザー登録をせずエントリーした場合のメンバー登録及び変更手続きには、その都度パスの発行が必要になります。
※システム利用手数料が参加費の5%かかります。ただし、5,000円以下の金額の手数料は一律250円になります。

※申込期間内であっても定員になり次第締め切ります。
　申込後、自己都合によるキャンセル等の参加料の返金はで
きかねますのでご注意ください。

（エムスポ エントリー） MSPO ENTRY（エムスポ エントリー）
E-mail entry@mspo.jp
TEL 042-370-7431（月～金 10：00-18：00）

入金後出場確定エントリー

カテゴリー変更
メンバーの増員

〈大会当日〉
メンバー表

メディカルチェックシート
提出

8/31まで

変更がある場合 カテゴリー変更
メンバーの増員

〈大会当日〉
メンバー表

メディカルチェックシート
提出

8/31まで

申込用紙に必要事項を全て記入し、
参加料を添えて申込み

8月31日㈫ 17：00まで
変更内容 期　日

お申込み後に、カテゴリーの変更やメンバーの変更・増員が生じた場合の手続き

カテゴリー変更／メンバー変更・増員

●インターネットでお申込みのチームは、Web上で代表者の方がご自身で変更の申込みを行います。
●事務局で直接お申込みのチームは、HP掲載の所定様式に変更内容をご記入の上、事務局まで期間内に参加料を添え、直接持参ください。
●カテゴリーとメンバーの変更・増員以外の変更はできません。

宮城
テニスコート

楽天生命
パーク宮城

弘進ゴム
アスリートパーク仙台
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一周／1.4㎞

F
S1

S2：フィニッシュF

：リレースタートS1
：ソロスタートS2

大会日程

☆特別企画☆ 1人で21.0975㎞（ハーフマラソン）を走り切る「ソロ」の部開催‼

申込みは、インターネット受付と事務局直接受付による先着です！


