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7月14日（土）・1日目
駐車場オープン
24時間・6時間リレー・ソロ選手受付（～9：00）
レンタルテント・寝袋貸出開始（～11：00）
マネージャー会議（第１回）
オープニングセレモニー
スタート（24時間、6時間リレー・ソロ）
富士山麓トレジャーハンティング（～13：00）
タイヤカーリンググランプリ①、
オートバックスピットインサービス開始
（時間は7ページ参照）
富士山クイズ＆抽選会
親子ランニングタイム①（～16：30）、
タイヤカーリンググランプリ②
12時間選手受付、レンタルテント・寝袋貸出
（～17：30）、6時間競技終了
6時間リレー・ソロ表彰式
ヒートアップリレー
スタート（12時間リレー・ソロ）
浴衣ラン（17：30～18：30まで総合案内で受付）、
親子ランニングタイム②（～19：30）、
盆踊り大会
マネージャー会議（第２回）
花火大会
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受付場所（陸上競技場正面入口付近）

12時間リレー・ソロ競技終了
炊き出しサービス
12時間リレー・ソロ表彰式
Team R2 モーニングストレッチ
マネージャー会議（第３回）
Team R2応援リクエストミュージック
中継所封鎖
競技終了 後、記念撮影
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悪天候や災害などで大会を中止する場合は、大会当日、朝
5：00 に大会ホームページでお知らせします。電話での
お問い合わせはご遠慮ください。自身・風水害・事件・自
己・荒天（降雪、降雨、強風、雷等）・疫病、その他の理
由で大会開催を中止・中断した場合の参加料返金の有無、
金額については、その都度主催社決断し決定します。

駐車場は、7：30開門となります。
富士北麓公園は、普通車約 700台収容可能な大駐車場
があります。駐車券は各自大会ホームページよりダウ
ンロードしてフロントガラスに置いてください。先着
順となります。
公園内の駐車場が満車の場合は、河川敷下駐車場をご
案内します。
できるだけ相乗り等でご来場いただきますよう、ご協
力をお願いいたします。
応援の方は駐車場に限りがありますので、なるべく電
車・タクシー（富士急行線・富士山駅より会場まで約
2,000 円）をご利用ください。

※ 定期運行の路線バスはございません。
※ 大会前日の駐車場（車中泊）はご利用できません。
※ 駐車場内での事故・盗難等については、主催者は一切責任を負いませ
　 んので、 予めご了承ください。特に、夜間の車の出入りの際はお気を
    付けください。

開催中止の場合についてのお知らせ

駐車場

選手受付

RUN PASSPORT（ランパスポート）
スマート受付を導入します。
大会当日の受付はスマホ画面の提示で
ＯＫ。専用アプリをダウンロードして
ご利用ください（ダウンロード無料）。
① 参加票が自動でアプリ内に取り込まれます。
② 大会会場でチェックインすると RUNマイルが貯ま
　 ります。
③ 掲示板機能を使って、大会側から当日もリアルタイ
　 ムの案内を発信していきます。
※ アプリインストールはGooglePlay または AppStore で
　「RUN PASSPORT」を検索



表彰時間（予定）
● 6 時間チーム・ソロ…14日（土）16：40頃
● 12 時間チーム・ソロ…15日（日） 6 ：40頃
● 24 時間チーム・ソロ…15日（日）10：40頃

表彰対象
● 総合…1～6位（24時間の部）、
 1～3位（6時間チーム、12時間チーム）
 ソロの部は男女各 1位のみ
● 飛び賞…24位・100位
● 特別賞…仮装の部・応援の部　各 1チーム

以下の既定を厳守し、荷物の運搬・搬出時にもできるだ
けトラック（オレンジ）を避けて通行してください。競技
場とは緑・オレンジのゴム製の場所です。

富士北麓公園使用にあたっての注意事項

仮装の部の投票はtwitterで行います。
“＠24ｈfuji”を検索して、お好きな写真を「いいね」して
ください。（♥ボタンをクリック）してください。
撮影時間（14日11:00～20:00） 投票時間（14日14:00～15日8:00）
撮影場所は当日、会場内の案内図でご確認ください。

大会開催中のケガ等に関しては、主催者加入の傷害保
険の範囲のみ保障となります（応急処置は主催者で行
います）。
夜間は冷えこむことが予想されます。着替えは十分用
意し、帽子等も必要に応じてかぶるようにしてください。
もし走行中に気分が悪くなった場合は、近くのスタッフ、
もしくは後続の選手に声をかけるようにしてください。
会場内はペットの連れ込みを禁止とします（盲導犬・
介助犬などは除きます）。
24時間リレーマラソンは、選手のみなさんの協力とボ
ランティアの熱意によって運営されます。安全で円滑
な大会運営にご協力をお願いいたします。
安全のため、競技場内での球技は一切禁止いたします。

競技場内へのイス、机等の持ち込みの禁止
競技場内での飲食の禁止 
チーム名や企業名などが入ったのぼりや幕の持ち込みの禁止

競技場内には、更衣室・トイレ・シャワー室などがあ
ります。公共施設のため、利用の際にはゴミを残した
り、汚したりしないよう心がけてください。
荷物預かりはありません。貴重品等は、各チームで責
任を持って保管してください。
ソロの部参加者は本部にて預かります（貴重品のみ）。
盗難等については、主催者は一切の責任を負いません
のでご了承ください。
一般の利用者の皆様もいらっしゃいますので十分注意
してください。
のぼりやバナー（幕）をつけることはできません。

コース上の暗い場所には工事用電球などを設置します
が、夜間走行の際、足元や前方等、よく注意して走行し
てください。ヘッドライトなどのご着用をおすすめしま
す。競技場内にも照明を設置します。
テントの照明は各チームで懐中電灯・ランタン（電池式）など、適宜ご
用意ください。

080-7700-6180

当日のメンバー登録はできません。事前のメンバー登録
がない場合はオープン参加（順位なし、記録あり）となり、
表彰対象にはなりません。また、Ｔシャツサイズが未記入
の場合は全て男性はＬ、女性はＭとさせていただきます
ので、ご了承ください（ソロの部は除く）。



貸出時間…7月14日（土）　7：30～11：00（24時間、6時間）
 17：00～17：30（12時間）
貸出場所…競技場出入口
設営場所…陸上競技場　芝生スタンド、トラック周辺
 　※詳しくは会場図（別紙）をご確認ください。
返却時間…7月14日（土）16：00～17：30（6時間）
 7月15日（日）　6：00～11：00
返却場所…貸出場所と同じ
テント、寝袋は事前申し込みをされた方のみへの貸出と
なります。ソロの部にはありません。
貸出の際にお使いいただく運搬用台車は、使用後すぐに
お戻しください。チームでの占有利用はしないよう、ご
協力をお願いいたします。
選手受付時にテント配置図をお渡しいたしますので、必
ず設営場所をご確認ください。割り当てられたテント位
置以外での設営はできませんのでご了承ください。
区画の広さは、4ｍ×6ｍ の予定です。ただし、当日会
場の状況によって変わる場合もありますのでご了承く
ださい（区画に収まらないテントは使用できませんので
ご注意ください）。
芝生スタンド区域は傾斜があります。ペグ・ロープでテ
ントを固定することをお勧めします。なお、その際は隣
のテントとトラブルのないようご注意ください。
競技場トラック上へテントを設営するようになりますので、
ペグ・ロープ等は使えませんのでご了承ください。
テント周辺の樹木や手すりなどに紐をくくりつけて、衣
類を吊るしたりするのは、通行の際に、大変危険ですの
で、禁止します。
返却時は、お貸しした時と同じ状態で戻していただきま
すよう、ご協力お願いいたします。

第1回 14日（土）  9：00～
駐車場、選手受付、テント設営、給水所・フードサービス、ごみ、
雨天・雷時の対応など

夜間注意事項、ごみの処理など

フィニッシュ前の注意事項、記念撮影、表彰式、撤収注意事項など

第2回 14日（土）19：00～

第3回 15日（日）  9：00～

タスキは主催者よりチームに1本、受付でお渡しします。
タスキには記録計時を行うランナーズチップが装着され
ています。ソロにはナンバーカードにチップが装着されて
います。
タスキにはナンバーが貼られています。自分のチームのナ
ンバーで間違いないことを確認してください。
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大会に参加するにあたっての諸注意、伝達事項等を詳しく説明
するマネージャー会議を、メインステージ前にて、計3回開催し
ます。チームのマネージャーの方、または代表の方は必ず出席
してください。

違うチームのタスキを着けて走ったり、タスキなしで走っ
た場合、記録が計時できませんのでご注意ください。
各チームでよく話し合い、スムーズに中継できるように
時間の割り振りを大まかに決めておくことをおすすめし
ます。
夜間の呼び出し放送などができませんので、マネージャー
等が中心となり、次の選手の準備、走っている選手の様子
などを確認してください。
タスキリレーは必ず決められた中継ゾーンで行ってくだ
さい。

記録計時はタスキに装着されているランナーズチップで
行います。
ランナーズチップはフィニッシュ後に回収します。
タスキに装着されたランナーズチップは、絶対に取り出さないで
ください。ソロの部はナンバーカードに装着されています。
タスキ無しで出走された場合、その周回はカウントされませんの
でご注意ください。
ランナーズチップが入っている部分をにぎって走ると、記録が取
れない可能性がございますのでご注意ください。
大会開催中、主催者側で発表する記録は、チームの周回数と走行
距離です。個人の周回は発表しません。

１時間ごとに各チーム周回数を記録速報板に貼り出します。
速報について異論のある場合には、必ず所定の申立書（用紙
は大会本部にあります）にて大会本部へご提出ください。
速報発表後、３０分を過ぎた申立書は受け付けませんのでご
注意ください。

24時間リレーはフィニッシュ１５分前（9：45）に中継所を閉鎖します。
それ以降のタスキの受け渡しはできませんので、ご注意ください。

２４時間終了間際は、カウントダウンのアナウンスをします。
立ち止まらず、そのままフィニッシュを目指してください。
コースの途中で２４時間を迎えた場合、記録にその周回数は
含まれません。

各種目時間内で走行した周回数を競います。同じ周回数の
場合は、先に最終周回に入ったチームを上位とします。

競技場出口付近に給水所（水・バナナなど）を設置
します。
競技場入口付近でフードサービス（うどん・朝食等）を行っ
ています。引き換えは、当日お渡しするクーポン券で個人
単位にて行えます。
引き換え時間等、詳細は大会当日にご案内します。
チーム単位でのフードサービス利用をご希望の場合は、
トレーなどをご用意ください。

当日はかなりの暑さが予想されますので、給水はこまめに
行うようにしましょう。
フードサービスは補助的な給食サービスですので、その
他の大会中の飲食料は各チームで準備してください。ま
た、大会当日は軽食販売やお弁当の注文も承りますので、
ぜひご利用ください。お弁当の注文場所は競技場正面
入り口通路です。

ナンバーカードは１名につき１枚です。ナンバーカードは
胸に1枚、添付の安全ピンで付けてください。
走行中、ナンバーカードが未着用で
あった場合、スタッフが確認させて
いただく場合がございます。
レースウェアを着替える時は、忘れ
ずにナンバーカードも付け替えて
ください。

メッセージ Messageオートバックス
　　  ランナーズ

in富士北麓公園　2018.7.14- 15
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 時間リレーマラソン
　



オートバックスグループが特別協賛！
オートバックスピットインサービス（エイドステーション）を
設置。
缶バッジ無料作成、ミズノブースなどあり。
※詳細は７ページにてご案内します。

新イベント！ 
ヒートアップリレー（100m×4人リレー）
富士北麓公園陸上競技場は短距離日本代表の合宿地として
2020年東京五輪まで決定しています。
2016年リオ五輪銀メダル獲得の100m×4人リレーを実際の
バトンを使って走ってみよう！
タイムの計測をおこない参加全チームにプレゼントあり！
※参加無料。当日申込（10:00～16:00）大会本部
※7月14日（土）17：00　開催

新イベント！ 富士山クイズ＆抽選会
富士山に関係したクイズに、抽選会を実施！
素敵な地元特産品をゲットしよう！
※7月14日（土）14：00　開催予定

浴衣ラン
涼風が気持ちいい夕方に、お気に入りの浴衣でランニング！
撮影した写真は大会終了後に記録証と一緒にダウンロードで
きます。
※7月14日（土）17：30～18：30　総合案内にて受付。
　浴衣は各自ご持参ください。

親子ランタイム
お子様を連れての参加者必見！ この「親子ランタイム」は通
常は参加できないお子様とコースを一緒に走ることができ
ます（ベビーカーなど乗り物は不可）。
当日、大会本部にてお子様のナンバーカードをお受取くださ
い。参加は無料です。
※７月１4日（土）１5：００～１6：30、１8：００～１9：30
　（ナンバーカード渡し ７月１4日（土）13：00～18：00）

盆踊り大会
富士吉田市の婦人会による盆踊り大会を開催！浴衣ランの後
は、是非この輪に参加してみてください。
※7月14日（土）18：00～19：00

花火大会
富士北麓公園大会恒例の打ち上げ花火大会！ 夏の夜空を華麗
に彩ります。
※7月14日（土）20：00～

わくわくミュージアム
大会中のBGMとして、DJがあなたの好きな曲をあなたのメッ
セージとともにご紹介します！
※7月14日（土）大会本部にて先着順で受付。
　ご持参のCDのみ対応します。

屋台村＆スポーツショップ
夏休みには定番の屋台村がオープンします！ リレーマラソンの
後に食べる屋台の味は格別です！
※7月14日（土）11：00～19：00　
【販売品目】焼きとうもろこし、焼きいか、焼きそば、
　　　　　　スムージー、フランクフルト、焼き鳥、かき氷など、
　　　　　　スポーツシューズ、スポーツウェア（予定）

大会オリジナルTシャツを販売します！
毎年大好評の24時間リレーマラソン
オリジナルTシャツを
今年も販売します。
応援に来られた方や、
24時間リレーマラソ
ンファンの方、どう
ぞご利用ください！
※限定100着／1着1,000円

マッサージブースあり！
時間限定のマッサージブースを設けます。１０分２００円でカラ
ダすっきり。後半戦に向け筋肉をほぐせます。
７月１4日（土）１８：００～２１：００　（先着１００名。当日大会本部
にてマッサージ券をご購入ください）

ゲストTeamR2今年も参加！

もりだくさんのサブイベントに参加して、
　　　　　　　　　　　　　　　24時間を満喫しよう！
もりだくさんのサブイベントに参加して、
　　　　　　　　　　　　　　　24時間を満喫しよう！
もりだくさんのサブイベントに参加して、
　　　　　　　　　　　　　　　24時間を満喫しよう！
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

富士北麓公園陸上競技場

今年は2回！

和田 未希子 さん
ジムのインストラクターの
経験を活かして２日目の
モーニングストレッチをし
ます！フルの自己ベストは、
3時間24分44秒（2018
名古屋）

中橋 舞 さん
ラジオパーソナリティのお
仕事をしています。今大会
もMCとして皆さまを応援
します！もちろん走ります！
フルの自己ベストは、3時
間55分13秒（2017湘南
国際）



カメラマンが撮影した、あなたのレース写真をFacebookに自動投稿！
ランフォトの新サービス「ランフォト＋Facebook 写真投稿サービス」を
実施します（無料）。
カメラマンが撮影した、レース中のあなたの写真を、Facebook に自動投稿する「ランフォト＋Facebook
写真投稿サービス」を実施します。
事前にナンバーカードの番号を、以下の入力窓に打ち込んで
登録することで、大会当日にコース上、フィニッシュ地点等で
ランフォト専属カメラマンが撮影したあなたの写真を、その日
のうちに Facebook のあなたのタイムラインに自動で投稿し
ます。
※写真の公開は事前に設定できます。
※写真に写ったナンバーカードにより投稿する仕組みですので、
できるだけナンバーが隠れないようにご留意ください。
※登録方法は大会ホームページをご確認ください。

〈ランフォトの新サービス〉

新種目（6時間、12時間の部）のご案内
◆ ６時間の部
受 付 時 間 ：７月１４日（土）７：3０～９：００
スタート時間：７月１４日（土）１０：００
競 技 終 了 ：７月１４日（土）１６：００
表　彰　式 ：７月１４日（土）１６：４０　予定

◆ 重　要
①６時間チーム用のテントエリアをご利用ください。
　ソロの部は陸上競技場スタンド、専用休憩テ
ントをご利用ください。
陸上競技場に男女別休憩テントも用意してい
るので日差しの強い場合は譲り合ってご利用
ください。
②９：００のマネージャー会議にチームで１名ご
参加ください。ソロの部は出席不要です。
③「吉田のうどん」サービスがあります。
④１～３位のチーム、ソロは男女別各１位のみを
表彰します。
　（仮装賞、応援賞その他特別賞は対象外です）
⑤ソロの部のみ貴重品を大会本部でお預かりで
きます、チームはチーム内で管理してください。
⑥競技終了後は、大会本部前の撮影エリアで
チームの写真を撮影します。
　後日記録証に掲載することができます。

◆ 12 時間の部
受 付 時 間 ：７月１４日（土）１６：００～１７：３０
スタート時間：７月１４日（土）１８：００
競 技 終 了 ：７月１５日（日）  ６：００
表　彰　式 ：７月１５日（日）  ６：４０　予定

◆ 重　要
①１２時間チーム用のテントエリアをご利用くだ
さい。ソロの部は陸上競技場スタンド、専用休
憩テントをご利用ください。陸上競技場に男女
別休憩テントも用意しているので日差しの強
い場合は譲り合ってご利用ください。
②１９：００のマネージャー会議にチームで１名ご
参加ください。ソロの部は出席不要です。
③競技終了後モーニングサービスがあります。
時間は６：３０～になります。
④１～３位のチーム、ソロは男女別各１位のみを
表彰します。
　（仮装賞、応援賞その他特別賞は対象外です）
⑤ソロの部のみ貴重品を大会本部でお預かりで
きます、チームはチーム内で管理してください。
⑥競技終了後は、大会本部前の撮影エリアで
チームの写真を撮影します。
　後日記録証に掲載することができます。
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開 催 日：7月 14日（土）
　　　　  11：00～ 13：00
開催場所：富士北麓公園周辺～
               吉田口登山道

富士北麓公園線
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毎年好評！！ サブイベント「富士山麓トレジャーハンティング」お宝MAP

会場内にも
隠れたお宝が！
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　　7月14日（土）

　　

       7月15日（日）

　

オートバックスイベント紹介

　　7月14日（土）

・13：00～14：00
・15：00～16：00
・17：00～18：00

・9：00～10：00

・13：00～14：00
・15：00～16：00
全２回
各回先着５０名様

２. オートバックス MIZUNOミニブース、缶バッジ制作サービス
●思い出の写真を撮影して缶バッジに！各回先着25名様にプレゼント！        
　受付開始：7月14日（土）① 11:00～、② 13:00～

●オートバックス　夏祭りブース登場！  
　時間：7月14日（土）17:30～なくなり次第終了        
　仮装をして、浴衣を着てブースにお越しください。        
　夏ならではの水ヨーヨー、光るリングをプレゼント。        
　小さなお子様にもプレゼントします！        
        
●MIZUNO ミニブースがやってくる！        
①無料足型測定       
ミズノ専用マシーンにより足形、足圧、
クセ等を無料測定するサービス。
最適なシューズ選びの参考となる。       
時間：7月14日（土）10:00より先着順に受付開始、
1日限定60名様（1時間10名様限定）       
②チャリティー販売ブース出店       
キャップ（帽子）、ソックス等MIZUNOスポーツ用品の販売。　 

１．オートバックスPITインサービス
　　　ランナーの皆様が安心・快適なランニングを満喫できるように、オートバックス流エイドステーション「ピットインサー

ビス」を設置いたします。多彩なサポートメニューで皆様をおもてなしいたします。
実施スケジュールは下記の通りです。　


