
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大会名称 

  「スポーツ公園」エンジョイラン２０１４ 

 

■開催日    

  平成２６年９月２１日（日） 

 

■大会会場 

  新潟県スポーツ公園《新潟県立鳥屋野潟公園》 

  メイン会場：デンカビッグスワンスタジアム 

 

■主催 

  公益財団法人新潟県都市緑花センター、ＵＸ新潟テレビ２１ 

  株式会社サンライズプロモーション北陸 

 

■共催 

  株式会社ローソンＨＭＶエンタテイメント、新潟日報社、エフエムラジオ新潟 

 

■後援 

  新潟県、新潟県教育委員会、公益社団法人新潟県観光協会  

公益財団法人新潟県体育協会、一般財団法人新潟陸上競技協会  

一般社団法人新潟県レクリエーション協会、一般社団法人新潟県公園緑地建設業協会 

新潟市南商工振興会、ＦＭ ＰＯＲＴ ７９．０ 

月刊にいがた Ｐａｓ ｍａｇａｚｉｎｅ、月刊新潟Ｋｏｍａｃｈｉ【順不同】 

 

 

大会要項 
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■協力 

  学校法人新潟総合学院・国際総合学園、株式会社アルビレックス新潟 

  アルビレックス新潟・都市緑花センターグループ（新潟県スポーツ公園指定管理者） 

  新潟県警察、新潟市消防局、防衛省自衛隊新潟地方協力本部、新潟市水道局 

  新潟県菓子工業組合、新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター 

  新発田中央高等学校【順不同】 

 

■協賛 

  にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん、株式会社ハードオフコーポレーション 

新潟綜合警備保障株式会社、一般社団法人新潟県公園緑地建設業協会 

グリーン産業株式会社、株式会社新宣、株式会社マイナビ、電気化学工業株式会社 

新生ビルテクノ株式会社新潟支店、新菱冷熱工業株式会社新潟営業所 

株式会社ソリマチ技研、東京ビジネスサービス株式会社新潟支店 

東テク株式会社新潟支店、新潟特殊企業株式会社、西尾レントオール株式会社 

西田建設株式会社、株式会社ユアテック新潟支社、友和工業株式会社、株式会社大助 

株式会社マンナンライフ、JA 全農にいがた、ホテルオークラ新潟 

ANA クラウンプラザホテル新潟、ホテル日航新潟、株式会社当間高原リゾート 

新潟県産牛乳、株式会社塚田牛乳、株式会社渡森 

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社、ミドリ安全新潟株式会社、湯ったり苑 

カネコ種苗株式会社、株式会社ヒウラ、ICI 石井スポーツ新潟店 

日本メナード化粧品株式会社新潟支店、サッポロビール株式会社、カルビー株式会社 

キユーピー株式会社、生活協同組合コープにいがた、株式会社佐海商事 

株式会社ワコール［順不同］ 

 

■新潟うまいもんビュッフェ協賛 

  株式会社百花園、有限会社三昧堂、菓子舗田文、有限会社松月堂、株式会社はり糸 

株式会社大阪屋、ルーテシア、越後せんべい浜島、プチ・フール洋菓子店 

株式会社念吉、お菓子処 菜菓亭、山崎製パン株式会社新潟工場、LITTLE CROWN 

JA 新潟市、コカ・コーライーストジャパン株式会社［順不同］ 

 

■部門・定員 

  ①フルマラソン《個人／団体》 

   ◆コ ー ス １周２．３４４２㎞をチームで１８周 

   ◆定 員 ５００名 

   ◆制限時間 ５時間（スタート号砲から） 

   ◆参加資格 個人／高校生以上、団体／小学生以上 

  ②フルマラソン《シャッフル》 

   ◆コ ー ス １周２．３４４２㎞をチームで１８周 

   ◆定 員 「①フルマラソン《個人／団体》」に含む 
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   ◆制限時間 ５時間（スタート号砲から） 

   ◆参加資格 ２０歳以上 

   ◆表  彰 「①フルマラソン《個人／団体》」に含む 

  ③ハーフマラソン《個人／団体》 

   ◆コ ー ス １周２．３４４２㎞をチームで９周 

   ◆定 員 １，０００名 

   ◆制限時間 ３時間（スタート号砲から） 

   ◆参加資格 個人／高校生以上、団体／小学生以上 

  ④ハーフマラソン《シャッフル》 

   ◆コ ー ス １周２．３４４２㎞をチームで９周 

   ◆定 員 「③ハーフマラソン《個人／団体》」に含む 

   ◆制限時間 ３時間（スタート号砲から） 

   ◆参加資格 ２０歳以上 

   ◆表  彰 「③ハーフマラソン《個人／団体》」に含む 

 

■部門ルール 

  ①フルマラソン《個人／団体》 

   ◆１名～１０名でお申し込みください。 

   ◆事前エントリーが必要となります。 

  ②フルマラソン《シャッフル》 

   シャッフルリレーマラソンは、お申し込みいただいた個人又は団体を主催者がシャッ

フルし、１チーム６～１０名の男女混合チームを編成します。そのチームでフルマラ

ソンに出場していただきます。 

    ※エントリー数によっては男女混合チームにならない場合があります。 

   ◆１名～３名でお申し込みください。 

   ◆事前エントリーが必要となります。 

   ◆チームメイトは当日の受付後に発表いたします。 

    ※団体でのエントリーの場合は必ず同一チームになります。 

   ◆チーム名は主催者で決定いたします。 

  ③ハーフマラソン《個人／団体》 

   ◆１名～９名でお申し込みください。 

   ◆事前エントリーが必要となります。 

  ④ハーフマラソン《シャッフル》 

   シャッフルリレーマラソンは、お申し込みいただいた個人又は団体を主催者がシャッ

フルし、１チーム５～９名の男女混合チームを編成します。そのチームでハーフマラ

ソンに出場していただきます。 

    ※エントリー数によっては男女混合チームにならない場合があります。 

   ◆１名～３名でお申し込みください。 

   ◆事前エントリーが必要となります。 
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   ◆チームメイトは当日の受付後に発表いたします。 

    ※団体でのエントリーの場合は必ず同一チームになります。 

   ◆チーム名は主催者で決定いたします。 

 

■参加費 

  ①フルマラソン《個人／団体》 

   ◆大人（高校生以上） 

    ◇個人エントリー ５，０００円 

    ◇団体エントリー ４，０００円（一人当たり） 

   ◆中学生・小学生 

    ◇団体エントリー ２，０００円（一人当たり） 

  ②フルマラソン《シャッフル》 

   ◆大人（２０歳以上） 

    ◇団体エントリー ４，０００円（一人当たり） 

  ③ハーフマラソン《個人／団体》 

   ◆大人（高校生以上） 

    ◇個人エントリー ４，０００円 

    ◇団体エントリー ３，０００円（一人当たり） 

   ◆中学生・小学生 

    ◇団体エントリー １，５００円（一人当たり） 

  ④ハーフマラソン《シャッフル》 

   ◆大人（２０歳以上） 

    ◇団体エントリー ３，０００円（一人当たり） 

 

■スタート 

  ①フルマラソン《個人／団体》 

 ９：００ 

  ②フルマラソン《シャッフル》  

   ９：００ 

  ③ハーフマラソン《個人／団体》  

   ９：０５ 

  ④ハーフマラソン《シャッフル》  

   ９：０５ 

 

■申込期間 

  ６月７日（土）～９月１０日（水） 
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■申込方法 

  ①インターネット 

    １チームにつき代表者１名がインターネット（パソコン・スマートフォン）からお

申し込みください。お申し込みには同サイトのメンバー登録（無料）が必要です。 

 

 

 

 

 

 

  ②電話 

    インターネット接続環境のない方は電話での申し込みができます。 

    参加費のほかに手数料が必要となる場合があります。 

 

 

 

■参加通知 

  お申し込み後、メール又はハガキでの返信をもって参加通知とさせていただきます。 

  ※参加通知は個人又は団体の代表者のみとさせていただきます。 

 

■参加賞 

  受け付けされた方に参加賞をお渡しいたします。 

  （不参加者への郵送はいたしません） 

 

■表彰 

  １～５位、飛び賞、ベストドレッサー賞、コスプレ賞、その他ラッキー賞などを贈呈 

 

■スケジュール（予定） 

 フルマラソン ハーフマラソン 

受付・コース試走 ６：００～８：００ 

競技説明 ７：５０ 

ステージパフォーマンス《吹奏楽》 ８：１０ 

ウォーミングアップ ８：３０ 

記念撮影《参加者全員》 ８：４５ 

競技開始・抽選会 ９：００ ９：０５ 

競技終了 １４：００ １２：０５ 

表彰式《順位表彰》 確定次第順次表彰 

抽選会《ベストドレッサー賞、コスプレ賞、ラ

ッキー賞など》 
１４：１０ 

ＬＡＷＳＯＮ チケットコールセンター 

 ０５７０－０００－７３２《１０：００～２０：００》 

ＬＡＷＳＯＮ ＤＯ ＳＰＯＲＴＳ 

 http://lawson-ds.jp/marathon/niigata/ 

ＲＵＮＮＥＴ 

 RUNNET 公式サイト runnet.jp から「エンジョイラン」で検索 

5 
 

http://lawson-ds.jp/marathon/niigata/


■大会の特徴 

  ◆美味しい「スイーツ」「お菓子」「フルーツ」で栄養補給を！ 

    マラソン《フル・ハーフ》に参加された選手の皆様には美味しい栄養補給を無料で

提供いたします。 

  ◆飲食や物産販売が充実！ 

    新潟ならではのスイーツや美味しいグルメが販売されます。 

    選手の皆様はもちろん、応援される方や公園を利用される方も一緒に楽しめます。 

  ◆子ども達に大人気の遊具が大集合！ 

    デンカビッグスワンスタジアムのコンコースに「ふわふわ遊具」が集まります。 

    子ども達を退屈させません。 

   

■選手受付 

  フルマラソン《個人／団体／シャッフル》・ハーフマラソン《個人／団体／シャッフル》 

   平成２６年９月２１日（日） ６：００～８：００ 

（シャッフルエントリーは７：３０まで） 

   場所：デンカビッグスワンスタジアム２番ゲート前《新潟県スポーツ公園内》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選手受付 
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■コース 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■駐車場 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３駐車場 

ハードオフエコスタジアム新潟 

デンカビッグスワンスタジアム 
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■参加資格 

 ①１周２．３４４２㎞を走ることができる小学生以上の健康な方。ただし、シャッフルマ

ラソン部門は２０歳以上の健康な方。フルマラソン及びハーフマラソン部門の個人でエ

ントリーされる場合は高校生以上（大人）となります。 

 ②フルマラソン部門《個人／団体／シャッフル》は制限時間５時間以内、ハーフマラソン

部門《個人／団体／シャッフル》は制限時間３時間以内で完走できる走力のある方。 

 ③１８歳未満の方は保護者の同意が必要です。 

 ④所定の申込方法により申し込み、指定の期日までに参加料を納入された方。 

 ⑤大会及び公園内でのルール・マナーを遵守できる方。 

 

■誓約項目 

 ①申し込みに際しては、本要項の記載事項をよくお読みください。 

 ②本大会の中止については主催者で判断いたしますが、申し込み後の参加費の返金はいた

しません。予めご了承ください。 

 ③制限時間を越えたため走ることができなかった方がいても参加費の返金はいたしません。

予めご了承ください。 

 ④主催者は、傷病や紛失、その他の事故に対し、応急処置を除いて一切の責任を負いませ

ん。 

 ⑤本大会に係わる映像・写真・記事記録等のテレビ・雑誌・インターネット等への掲載権

は主催者に帰属します。 

  また、大会会場で撮影した写真を当日に限り、会場内で展示販売することがあります。 

 ⑥参加者の個人情報は、主催者からの資料送付、情報提供以外に使用いたしません。 

 ⑦イベント会場における傷害保険は当日のみ主催者が加入いたします。 

 ⑧エントリーされますと本要項に同意したものといたします。 

 ⑨エントリー後のメンバーの追加・変更の受付はいたしません。メンバーが確定してから

お申し込みください。 

 

■競技上の注意事項 

 ①大会に関係する全ての方および公園を利用される全ての方の「安全」を最優先とし、競

技中、緊急車両の通行等により、走者を停止させ、車両の通行を優先させる場合があり

ます。 

 ②コース内では参加者自らの責任において接触事故等の防止に努めてください。 

 ③２名以上でエントリーした場合、１人が最低１周以上、チーム全体でフル４２．１９５

㎞（１８周）又は、ハーフ２１．０９７５㎞（９周）を走ります。走る順序や周回数は

自由です。 

 ④タスキリレーは会場内の決められたリレーゾーンで行ってください。 

 ⑤時間及び周回数の計測は計測チップで行います。 

 ⑥ランナーは計測チップ（タスキ）を必ず着用し、レース後は所定の場所に必ずご返却く

ださい。紛失の場合は実費を請求させていただきますのでご注意ください。 
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 ⑦スパイクを使用しての走行は禁止いたします。 

 ⑧メイン会場及びコースの一部となるデンカビッグスワンスタジアムの芝生内への立入、

飲食は禁止いたします。また、陸上トラック内側にある縁石は踏まないでください。 

  ハードオフエコスタジアム新潟の人工芝の上での飲食も禁止いたします。 

 ⑨被り物やコスチュームで参加する場合は、良識の範囲内で事故等を起こすことのないよ

うお願いします。 

 ⑩走行に不適当または危険と主催者が判断した場合は、レースを中止いただくことがあり

ます。 

 ⑪タイムスケジュールを確認し、集合時間を厳守してください。 

 ⑫雨天決行となりますが、注意報・警報発令時は中止する場合があります。 

  当日の大会開催の有無につきましては主催者までお問い合わせください。 

 ⑬コース試走は６：００～８：００までとします。 

 

 

 

■その他 

 ①選手は大会会場及びコース上に会社名・商品等をイメージするような図案及び商標等の

広告的なものを身に付けたり表示することはできません。 

  ※企業名等の入ったユニフォームは対象となりません。 

 ②大会開催中は係員の指示に従ってください。 

 ③手荷物はデンカビッグスワンスタジアム内のコインロッカー（１００円返却式）をご利

用ください。ただし、ロッカーの数に限りがありますので、団体エントリーのチームは

各チームでの保管をお願いします。また、個人・団体を問わず、貴重品はお預かりでき

ませんので各自・各チームでの管理をお願いします。 

  コインロッカーの使用可能時間は午前６時～午後４時までとなります。 

 ④着替え・シャワー（無料）については、デンカビッグスワンスタジアム内の更衣室（男

１室・女１室）をご利用ください。 

  更衣室・シャワーの使用可能時間は午前６時～午後４時までとなります。 

 ⑤駐車場は本大会で指定した場所をご利用ください。 

 ⑥悪天候により表彰等が行えない場合は、後日該当者へ郵送等で対応させていただきます。 

 ⑦コースの一部となるハードオフエコスタジアム新潟内は選手以外入ることができません。 

 ⑧ゴミ等は、必ず各自でお持ち帰りください。 

 ⑨個人用テントを設置することはできません。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 ０２５－２８６－１１０８ 
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■大会に関する問い合わせ先 

  公益財団法人 新潟県都市緑花センター 

  

 

 

 

 

 

 

 

■参加申し込み 

 ＬＡＷＳＯＮ ＤＯ ＳＰＯＲＴＳ 

 

 

ＲＵＮＮＥＴ 

 

 

 ＬＡＷＳＯＮ チケットコールセンター 

 

 

〒950-0933 新潟県新潟市中央区清五郎 33 番地 1 

      （鳥屋野潟スポーツ公園事務所内） 

TEL 025-286-1108《8:30～17:00/土・日・祝日を除く》 

FAX 025-286-1104 

E-mail：enjoy-run@greenery-niigata.or.jp 
URL：http://enjoyrun.greenery-niigata.or.jp/ 

URL：http://lawson-ds.jp/marathon/niigata/ 

０５７０－０００－７３２《１０：００～２０：００》 

URL：runnet.jp から「エンジョイラン」で検索 
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