
7月13日(土) 1日目

タイムスケジュール
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7月14日(日) 2 日目

8:00 駐車場オープン

テントサイト準備開始

10:00 選手受付

11:00 マネージャー会議（1回目）

12:00 START
（途中約2時間ごと記録速報発表）

15:45 おやつ配付タイム

6:10 ラジオ体操

12:00 FINISH

※ 台風・災害等で開催を中止する場合は、公式

HPの「新着情報」で告知します。

13:20 (予定) 表彰式

※ スケジュールについては変更となる場合が

あります。ご了承ください。

8:00 マネージャー会議（2回目）

※ 雷雨でレースを中断する場合、車内に避難

してください。

※ 雨天決行です。気象警報等が発令された場合

大会本部が競技運営について判断します。

開 催 日

会 場 舞洲スポーツアイランド

一般財団法人 アールビーズスポーツ財団主 催

特別協賛 オートバックスグループ

13:30 クルマのお掃除グランプリ in 舞洲

14:20 グリコポーズ王は誰だ!?

15:00 チアリーディング

17:00 ドッグショー

16:00 タイヤカーリング（1回目）

19:00 仮装コンテスト

18:00 タイヤカーリング（2回目）

この「参加のご案内」を必ず事前にお読みください

大会マスコット スフラ
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荷物の搬入出は、必ず車を駐車場に入れてから行うようにしてください。

会場付近道路への駐車・停車は一切認められません。他の方への迷惑になり、事故の原因

にもなりかねません。違法駐車は、レッカー移動など厳しく取り締まられます！
また、大会会場(テント区画)内への自転車の乗り入れは禁止です。

■ 公共交通機関でお越しの場合
・ J R 環状線「西九条駅」下車。大阪シティバス (81系統)「舞洲スポーツアイランド」行き(2系統)に乗り、

バス停「舞洲東」下車（所要 約35分）

・JR 環状線「西九条駅」でJR 桜島線（ゆめ咲線）へ乗換え「桜島駅」下車。舞洲アクティブバス(2系統)

「ホテル・ロッジ舞洲前」行きに乗り、バス停「おおきにアリーナ舞洲前」下車（所要 約15分）

・ Osaka Metoro（地下鉄）中央線「コスモスクエア駅」下車。コスモドリームライン(3系統)「ホテル・
ロッジ舞洲前」行きに乗り、バス停「おおきにアリーナ舞洲前」下車（所要 約20分）

■車でお越しの場合
・阪神高速5号湾岸線「湾湾舞洲」出口を出て直進し、此花大橋を渡る。

・国道 43 号線 梅香交差点を西（USJ 方面）へ直進し、此花大橋を渡る。

・国道 43 号線 伝法交差点を西へ直進し、常吉大橋を渡る。

・南港（咲洲）方面からは夢咲トンネル（無料）を通過し、夢舞大橋を渡る。

※北港通り 此花大橋は、USJ（ユニバーサルスタジオジャパン）の来場者で渋滞が予想されますので、

常吉大橋を渡るルートでこ来場されることをお勧めします。

■駐車場について

【 臨 時 駐 車場 】

・メンバー、応援者の方は、24時間リレーマラソン 臨時駐車場をご利用ください（左マップ参照）。

・ 駐車料金：1,500 円/1台

※ 当日に限り領収書提示による再入場が可能（満車で再入場できない場合もあります）

7/13(土)に駐車し、翌日7/14(日)に再入場する場合は、別途1,000 円が必要です。

※事故防止のため19:00 － 翌朝 7:00 は出入場を控えてください。買い物などは事前にお済ませください。

※「参加通知書」「代表者専用駐車許可証」が無い（忘れた）場合は入場できません。
「参加通知書」再発行は200円が必要となります。

※ 競技中 出入場する際は「代表者専用駐車許可証」をご提示ください。

※「代表者専用駐車許可証」を紛失した場合は駐車できません。

臨時駐車場への駐車となり、料金が必要となりますのでこ注意ください。

■バイク・自転車でお越しの場合
・会場内駐輪場（無料）をこ利用ください。

・ 7/13(土) 8:00 ～10:00 は 安全上 入場のみです。出場はできません。

【バーベキューパーク駐車場】
・乗用車2台が無料で駐車可能です。チームのテント区画内に駐車してください。

・大会開催中は、安全のため車の移動はできません。

【代表者専用駐車場】(バーベキューパークをのぞく)

・荷物の搬入出用に 1チーム 1台のみ駐車可能です。※スペース上 乗用車のみ。

・駐車料金：1,500 円

・ 入場の際「参加通知書」「代表者専用 駐車許可証」両方をご提示の上 1,500円をいただきます。

あらかじめご用意ください。

交通アクセス



● 受付時にナンバーカード（テント区画番号）のシールをお渡ししますので

テントの 見えやすい位置に付けてください。

● テント区画の間は通路でもあります。区画の外に イス・机等を置いたり、
洗濯ロープを張ったりしないでください。特に洗濯ロープは非常に危険です。
通路には張らないようにしてください。

■「株式会社セレスポ」でテントをお申し込みの方

「(株)セレスポ」へお申し込みの方は、事前にテントが区画内に設営されています。

※ 事前予約のみ。申込受付は終了しています。

TEL : 06-6258-0050（平日10:00 -17:00 土日祝を除く）

FAX : 06-6258-0051 担当 ：鈴木

・テント、バーベキューコンロ、炭などは各チームでご用意ください。

・テント区画内は地面が土のため、雨対策（ブルーシートの用意等）をお願いします。

・夜間はコース上、テント区画に照明がつきますが、テント内はかなり暗いことが予想され
ます。各チームで懐中電灯 、ランタンなどをご用意ください。

会場のテント区画は 50㎡ (約5mX10m)が基本となります。

■ 会場内への代表者の車の乗り入れについて

【搬入時間】7 月 13 日（土） 8 : 0 0～ を予定しています。

【搬出時間】7月 14日（日）13:00 ～ を予定しています。

会場内へは代表者の車のみ入場・駐車可能です。その他の車は一時的入場もできません。

臨時駐車場からの搬入は、台車、手運びとなります。自転車は乗り入れできません。
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テントの設営

備品・照明

レンタル用品を事前にお申し込みの方

【火気の使用】

＜使用可能なもの＞ バーベキューコンロ、カセットコンロ等

＜会場内禁止＞ プロパンガス、地面上での直火・焚火、発電機、花火

※ 他チームの迷惑にならないよう煙の処理に十分ご配慮ください。

使用済みの炭・燃料は完全に消火の確認をしてください。

【喫煙・飲酒】
・大会会場での喫煙は全面的に禁止です。

喫煙所は「風そよぐ丘センターハウス」横です。

・レース中のアルコール摂取は事故の原因となるため厳禁です。

※例年アルコールに起因する救護、クレームが発生しています。複数回のクレームに

なるとレースを中止し、退場していただく場合もございます。ご注意ください。

【騒 音】

・夜間は多くの選手が仮眠をします。大声や音楽などの騒音に気をつけてください。

【ペット】

テント区画内へのペット・動物等の持ち込みは禁止です（盲導犬・介助犬除く）。

※応援者の方も同様です。事前にお伝えください。

禁止事項を遵守しなかった場合、主催者判断により競技中止、失格とする場合があります。

・ 会場内で企業・商品宣伝等の幕、のぼり類は禁止です。
主催者が不適切と判断した場合、撤去をお願いする場合があります。

・ 会場設営の調理場はありません。バーベキューの食材等を、あらかじめ切って持参する、
飲料水をポリタンクに入れて持って来る など各チームで工夫してご用意ください。

・ 調理器具や食器の汚れはキッチンペーパー等で拭き取り持ち帰ってください。

・ 食中毒にご注意ください。食べ物の鮮度に注意し、なるべく生ものを避けてください。

・ 手荷物、貴重品の管理に十分ご注意ください。過去に置き引き、車上荒らしが発生して
います。盗難につきまして主催者は一切の責任を負いかねます。厳重な自己管理をお願
いします。

・ 主催者の許可なくイベント等の開催を禁止します。

その他

・「風そよぐ丘センターハウス」では炭やバーベキュー用品の販売を行います。

【営業時間】10:00～17:00

※数に限りがございます。売り切れとなる場合もございますのでご了承願います。



記 録

マネージャー会議

選手受付

大会にあたっての諸注意、連絡事項など、詳しく説明する会議を2回行います。

各チームのマネージャー（もしくは代表者）は、2日とも必ずご出席ください。

【受付時間】 7/13（土） 10:00～11:30（時間厳守）

【受付場所】 メイン会場横 受付テント

・ 混雑を避けるため、ナンバーカード順に時間差で受付を行います。
アナウンスを流しますのでご注意ください。

■受付でお渡しする物

①タスキ（1本）

②ナンバーカード・安全ピン（人数分）

③参加賞Tシャツ（人数分）

④テントシール（1枚）

⑤エキストラハイポトニックドリンクCCD（1人1袋）

⑥アイス引換券

⑦発光ブレスレット（人数分）※夜間装着用

⑧上方温泉「一休」割引チケット

⑨鼓月 スポーツようかん「anpower」（１チーム1箱5本入）

※ お渡しするものがたくさんありますので、なるべく2～3名で受付にお越しください。
荷物を持ち運びする袋などをご準備されると便利です。

※ タスキとナンバーカードを装着せずに出走した場合、周回数がカウントされませんのでご注意
ください。

※Tシャツサイズの変更はできません。

・ 事前に代表者にお送りした「参加通知書(A4用紙)」を必ずご持参ください。
※「参加通知書」を忘れた方は受付ができません。

受付横のトラブルコーナーで再発行(200円)を行ってください。

・「参加通知書」には誓約文が記載されています。「参加通知書」の提出をもって誓約に
同意したものとみなしますので、必すご確認ください。

【時 間】① 7/13(土)11:00～ ② 7/14(日) 8:00～

【場 所】ステージ前

タスキ

ナンバーカード（ゼッケン）

・ナンバーカードは、1名につき1枚です。

・同封の安全ピン等で、出走の際は、必ず胸（前面）につけてください。
ウェアの着替えや仮装の際、ナンバーカードを忘れずに付け替えてください。

・タスキは、1チームに1本です。

・タスキに予め装着されているランナーズチップで記録計測を行います。
チップをはずしたり、タスキを掛けずに走ると周回数の計測ができません。

・ナンバーカード（ゼッケン）、タスキのどちらかがない場合は、周回数のカウント
がなされませんので、必ず両方を付けて出走ください。

・大会終了後、計測チップを回収します。必ず大会本部までご返却ください。
チップ回収後のタスキは持ち帰っていただいて結構です。

※ 万一チップの紛失、未返却があった場合は、実費を請求させていただきます。

・約2時間ごとに、各チーム周回数を速報板に掲示します。
※万一速報について異議のある場合は、大会本部までお申し出ください。

速報発表後60分を過ぎての申し立ては受け付けいたしません。

・24時間を経過した時点で、アナウンスもしくは移動監察員の連絡により、レース
の終了をお知らせいたします。

・走行中の選手は立ち止まらず、そのままスタート・中継ゲートを目指してください。

・コース途中で24時間となった場合の最終周回は、記録に含まれません。

中 継
・中継所は、スタートゲート付近とバーベキューパーク専用の2カ所です。

バーベキューパークの方は、専用の中継所をご利用ください。

・中継所では、大会事務局による選手の呼び出しは行いません。
各チームでスムーズな中継ができるよう、ご準備ください。

・中継所では、ナンバーカードに基づき中継待機テントが設けられています。
指定されたテントの前でタスキのリレーを行ってください。【P12参照】

※ 中継所以外でのタスキリレー、登録選手以外の出走（代理出走）は禁止です。
失格対象となりますのでご注意ください。

※ 24時間経過10分前（7/14 11:50）より選手交代を禁止し、中継所を閉鎖します。
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コース・距離表示

・ 距離は1周 約1.4kmです。
1km地点に距離看板を設置してあります。

・コーンで区切っている箇所がありますが、コースは
大会専用路ではありません。

一般来場者の通行、飛び出しに十分注意してください。

非常時の競技中断

・ 雷雨等、やむをえない事情でレースを中断した
場合、中断した時間分を延長せず、レースは
7/14(日) 12:00で終了とします。

・ レースを中断した場合、中断した時間に中継所を
通過した周回までをカウントします。
レース再開は、スタート地点から全チーム一斉スタート
になります。

ゴ ミ

ランナーズアップデート

・ 大会当日は、パソコン、スマートフォンから

「ランナーズアップデート」で周回数を確認

できます。

会場内の売店・販売ブース

・グリコパワープロダクション

・スポーツショップ

・ ゴミを捨てる場所や時間はマネージャー会議にてお伝えします。

・ ゴミ袋は中が見える透明・半透明のものを使用してください（あらかじめ
各自で多めにご持参ください）。

・ あらかじめ物品の包装を取り除いて持ち込むなど、ゴミの減量化にご協力
ください。

・ テント区画内に食べ物や炭も含めゴミは一切残さないようにしてください。

・ 汚水はテント区画や周辺で捨てず、水汲み場の排水溝へ流してください。
その際、固形物を流さないよう十分注意してください。

表彰式

全チームの中から上位1～10位までを表彰します。

チーム記録の詳細・記録証

・ 大会終了後しばらくして公式HP上で周回数や
ラップタイムを公開します。

・ RUNNETにて写真入り記録証の作成が可能です。
（期 間：大会終了後1か月）

【分別の上 会場内で廃棄可能なもの】

以下の種類ごとに分けて指定のゴミ捨て場にお持ちください

【廃棄不可のもの】

大型ゴミ、発泡スチロール等

PC・スマホ用

① 可燃ゴミ（生ゴミ、紙類等の一般ゴミ） ※水分をしっかり切ってください

② アルミ缶 ③ スチール缶 ④ ビン ⑤ ペットボトル

⑥ 段ボール（必ずたたんでおく）

⑦ スチール製のゴミ（バーベキューの網、調理器具等）

※ スプレー缶は、ガス抜きをせずに捨てると爆発する恐れがあります。

ガス抜き器具を大会本部に用意していますのでお使いください。

・大宮ブランカフェ

・幸せの黄金鯛焼き

・ B級グルメ屋台

・ ネリミリコーヒー

・ サンズクレープ ※7/13(土)のみ営業

キッチンカー

7/13(土)10:00 ～ 18:00
7/14(日)  9:00 ～ 13:00

※ これらは、持ち帰ってご自身で処分をしてください。

会場内で廃棄することはできません。
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携帯用



水汲み場 炊事場ではありません。絶対に食器等の洗い物はしないでください。

カップ麺の食べ残しなど、固形物を排水溝へ流さないでください。

食器に残った食べ残し等は、キッチンペーパーで拭き取り、ゴミとして捨ててください。

排水溝が詰まると水汲み場の使用ができなくなります。洗い物は必ずお持ち帰りください。

蛇口：1つ
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水汲み場
（飲料水ではありません）

運動場前の他、バーベキュー

パーク付近に簡易な水シャワー

があります。

シャワー

給 水

メイン会場とコース上（バーベキューパーク枠中継所手前）に

1カ所ずつ給水を設置します。

大会当日はかなりの暑さが予想されます。脱水症・熱中症予防

のため、走行前、走行中、休憩中 こまめに給水してください。



注 意 事 項
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● 車は区画サイト内に駐車してください。

駐車（無料）は２台まで可能です。

※大会中は安全上 移動禁止

３台目以降は臨時駐車場をご利用ください。

（1日目：1,500円 / 2日目：1,000円）

●パーク内のトイレ、シャワーはご使用いただけません。

パーク外すぐ近くのトイレ、シャワーをご利用ください。

● 地面上での直火、焚火、花火は禁止です。

● 発電機、会場の常設電源のご利用はできません。

● 場内で球技（キャッチボール・サッカー等）バドミントン、

凧上げ、カラオケ、楽器演奏等は行わないでください。

● 指定された区画からテントや備品がはみ出さないよう

ご注意ください。

● 22:00～翌朝6:00 は、お休みになる方のために、

車のエンジンは切ってください。

● ゴミは分別し【P5 参照】7/14(日)に指定場所へお持ち

ください。

●7/14(日)15:00までに完全退去をお願いします。

● ペット・動物の区画への立ち入りはご遠慮願います。

● 危険箇所への立ち入りは十分にご注意ください。

● キャンプ場内遊水池は遊泳・魚釣り禁止です。

※ 場内での事故、盗難につきまして、大会事務局では一切

の責任を負いかねますので、十分注意してください。

また、注意事項をお守りいただけない場合は、退場いた

だくこともございます。ご了承ください。



天候により予定を変更する場合や、中止する場合があります。

石原 早百合（イシハラ サユリ）

大阪マラソンEXPO、福知山マラソン、隠岐の島ウルトラ

マラソンといったスポーツイベントの MCから音楽フェス、

ファッションショー、ダンスイベントまで幅広く活躍中の

石原 早百合さんが今年も大会を盛り上げてくれます！

明るく爽やかなトークがランナーやサポートの皆さん

に元気を与えてくれるはず。ご期待ください♪

大会MC紹介

イベントMC紹介

ＭＣダイキ（高倉 大輝）
Sports Mc DJ Team REAL  レギュラー/ (Tue）Be Free！

ランニング、サイクルスポーツ、サーキット、スタジアムと多岐

に渡りスポーツMCとして活動するMCダイキがステージイベント

を盛り上げます。

ミュージック＆ミュージック♪

ランナーケア・ブース

新大阪でスポーツ選手の救護・障害予防・リハビリ

テーションを専門に活動する「大阪医療福祉専門学校

メディカルトレーナー部」が、今回も医療ボランティア

として参加し、ランナーケア・ブース」にてコンディ

ショニング指導を実施します。

① セルフ・ストレッチング

自己のコンディショニングを知り、セルフケアの方法

を指導し ます。

② コンディショニング

セルフケアでは改善困難な状態の選手には直接コン

ディショニングを実施します。

③ テーピング

ランニング障害や足のマメ、靴ずれ等への予防的な対

応もいたします。

※ いずれも当日受付順。お早めにお申込みください。

【日 時】 13日(土) 14:00～18:00
14日(日) 8:00～11:00

【場 所】 大会本部 ミュージックリクエスト窓口

みなさんが持参したお好きな曲を会場で流してみませんか。

みんなのパワーが出るような曲をお持ちください！

チーム紹介やメッセージを添えていただければ、曲と一緒に

ご紹介します。

【日 時】 13 日（土）10:00 ～ 19:00（受付終了18:30）
※変更の可能性があります

【場 所】 受付横「ランナーケア・ブース」

【協 力】 大阪医療福祉専門学校メディカル トレーナー部

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）

オートバックスが提供するランナーのための「ピットインサービス」

ピットインいただいたランナーの皆様には 色々なサービスを提供します！

【日 時】

13 日（土）①13:00～ 14日（日）① 10:00～

②15:00～

③17:00～

【場 所】コース給水付近

【内 容】1. ランナー向けの補給食を提供

2. 気温が上がる時間帯での散水サービス

【サービスメニュー】（予定）

冷凍ミカン、冷凍パイナップル、アイスクリーム
※写真はイメージです
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オートバックス

クルマのお掃除グランプリ in 舞洲

【場 所】 ステージ

【協 力】 オートバックス

【内 容】 クルマのボンネットの汚れ落としのスピードを競うイベントです。

落書きされたボンネットを洗車剤を使用し、一番早くキレイにした

チームが勝者となります。

【参加方法】13日(土) 11：00～ 大会本部で受付
（会場アナウンスでご案内します）

先着順で定員（20 組 40 名）になり次第締切させて

いただきます。

13 :30～

13
7

(土)

おやつ配付タイム

【場 所】 ステージ

【協 力】 グリコ

【内 容】 ステージ上で目を閉じて、おなじみのグリコポーズを

キメてください！

もちろん参加は一人でもOK！

われこそは！と参加された皆さまの中での対戦形式で、

最後までグリコポーズで立っていられた方にプレゼント

をいたします。皆さん奮ってご参加ください。

グリコ presents

グリコポーズ王は誰だ!?14 :20～

【場 所】ステージ

☆ 関西外国語大学・同短期大学PYRATES（パイレーツ）

☆ チアリーディングクラブ JUSTICE（ジャスティス）

☆ チアリーディングチームSHINING DREAMS（シャイニングドリーム）

３チームによる華麗なチアリーディングにパワーをもらおう！

15 :45～

オートバックス

タイヤカーリンググランプリ（第1回）15 :50～

ターゲットを目指してタイヤを転がせ！

ターゲット的中で豪華景品をGET！

【参加受付】大会本部 ※先着50名様

みなさまのご参加お待ちしております !

ドッグショー17 :00 ～

オートバックス

タイヤカーリンググランプリ（第2回）17 :45 ～

舞洲にある大阪市内最大級のドッグラン「ドッグウォーキング」が

警察犬によるデモストレーションを行います。

「ドッグウォーキング」には、ワンちゃんと一緒にBBQができるスペースや

ワンちゃんのしつけ教室、一時預かりもありますよ！
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チアリーディング ☆15 :00～ ☆ ☆
☆

【場 所】 ステージ横

アイスクリーム、チョーヤの「梅水」を各チームに配付します。

※混雑緩和のため、ナンバーカード順にご案内いたします。
呼ばれたチームから順に引換券と手荷物袋をご用意してお越しください。
この時間のみの提供となりますので、必す時間内にお越しください。

うめすい

16:00～の回に続き 2回目の開催

タイヤを転がしてターゲットを目指せ！

【参加受付】大会本部 ※先着50名様



みなさんお待ちかね 恒例の仮装タイム！

衣装、ダンス、フェイスペイント etc. あの手この手で

会場を盛り上げていただいた個人とチームを表彰いたし

ます。審査員や観客にめいっぱいアピールしてください。

力作お待ちしています！

今年はどんな仮装が登場するのか!? 選手も応援の人たち
もみんなで楽しみましょう！

もちろんこの時間以外も仮装してOKです。熱中症に気を
つけて、会場を盛り上げてください。

仮装コンテスト19 :00～

写真撮影タイム9 :00～

元気にお目覚め！

ラジオ体操6 :10 ～

みんな知っているラジオ体操。近年、手軽な健康法として見直されています。
最近やったことないな～という人も、子どもの頃に戻ってみんなで楽しく体
をほぐしましょう。

メンバーと過ごす貴重な瞬間をステージで撮影しよう！
9:00～10:00 皆さまの写真撮影タイムとしてステージを開放します。
大切な仲間との熱い24時間を思い出に、SNSに！
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【場 所】 ステージ

【エントリー方法】 大会HPより事前にお申込みください

【場 所】 ステージ

【場 所】 ステージ

会場内特設ブースで写真撮影&SNS投稿すると

「iMUSE（イミューズ）スポーツタオル」＆

ソフトドリンク「キリン iMUSE（イミューズ）レモンと乳酸菌」をプレゼント！

「キリン iMUSE(イミューズ) レモンと乳酸菌」は、日頃の体調管理やスポーツ時の
水分補給にぴったりなプラズマ乳酸菌を1,000億個配合したゴクゴクすっきり飲める
レモンが爽やかな乳酸菌ニアウォーターです。

可愛いフォトプロップスもありますので大会の記念にぜひ、iMUSE特製フォトパネル
で写真を撮ってみてはいかがでしょうか。

ハッシュタグ『＃イミューズ』を付けて投稿してくださいね！

（イミューズ）

【配布時間】7/13(土) 10：00～18：00

14
7

(日)



＃24h_osaka のハッシュタグを付けて、たくさんの大会写真投稿をお願いします！

大会期間中のハッシュタグ投稿の中から「仲間」「チームR2」「熱い夏」「オシャレラン女子」

「イケメンラン男子」の5テーマで賞を設定し、後日素敵なプレゼントをお送りします！

【応募方法】

1.インスタグラムで公式アカウントをフォロー

2. 大会期間中、テーマに沿った写真を撮影

3. ハッジュタグ「#24h_osaka」をつけて
インスタグラムで投稿

TeamR２

大会インスタグラム

TeamR2（チームアールツー）はランニング親善大使として活動している女性ランニングチームです。

市民ランナーとして、メンバーそれぞれが目標レースに向けて練習を積むのはもちろんのこと、ラン
ニングの普及・発展を目指し、より多くの人にランニングの魅力を届けるための活動をしています。

みなさんと一緒に大会を盛り上げていきます！

岩本 瞳 鈴江 愛 中嶋 麻衣子 藤井 ちひろ
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【当選者の発表について】

締め切り後、審査の上、当選者を決定いたします。

結果は Instagram ダイレクトメッセージでご連絡いたしますので、必ず公式アカウント

のフォローをお願いいたします。当選通知に対して5日以内にご回答がない場合、当選を無効とさせて

いただきますので、あらかじめご了承ください。

※お使いの端末の Instagram 通知設定（プッシュ通知）をオンにしてください。

※設定を非公開にされている方は、対象外となりますのでご注意ください。

舞洲サンセットウォーク
当日エントリー（7/13）実施 !

● コース 12km、5km ※距離は変更の場合があります。

● 参加費 12km 2,000円、5km 1,000円
● 各コース先着15名の限定エントリーとなります。
● 会場内の受付テントに直接お越しください。

※大会の詳細は https://moshicom.com/28233/

気になる
情報

ウォーク
初開催!
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