
 「未来（あした）への道 1000㎞縦断リレー実行委員会」では、スポーツのチカラで継続的な震

災復興を後押しするために、東日本大震災で被災した地域を縦断し、東京まで「たすき」で繋ぐ

ランニング主体のイベント「未来（あした）への道 1000㎞縦断リレー」を2013年7月25日（木）～

8月7日（水）の14日間にかけて実施いたします。 
 

 青森県・八戸市をスタートとし、約1,000kmの行程・全143区間（予定）を、全国から募集する一

般ランナーによるランニング（各区間：1～10㎞程度）と自転車によって、リレー形式（競走では

ない）で繋ぎ、復興へ向けた歩みや現状、地域の魅力等を全国へ発信します。 
 

 この度、御参加いただく一般ランナーを、以下のとおり募集いたします。 

   申込期間     ： 2013年5月22日（水）～6月14日（金） 

   申込方法   ： 公式ホームページ（http://www.1000km.jp）から申込み 

   参加要件等 ： 別添「ランナー募集要項」を参照 

  

2013年5月20日 
未来（あした）への道1000㎞縦断リレー実行委員会 

【参加ランナー募集に関するお問い合わせ】 

 『未来（あした）への道 1000km縦断リレ－ ランナー募集事務局』 

   電話：０３-５５７３-８６１８  （平日10：00～17：00） 

   ＦＡＸ：０３-５５７３-８６１９  Ｅ-mail：info＠1000km.jp 

 
 

未来への道 1000㎞縦断リレー 
あ し た  

みちのくから、つながろう。 スポーツのチカラで復興を後押し！ 

青森から東京まで、14日間かけて７都県を縦断 

全国から参加ランナー約500人を募集！ 

参加ランナー募集期間： 5月22日（水）～6月14日（金） 



■名称： 

  

 

 

 

 
■イベント概要：    スポーツのチカラにより、継続的な震災復興の機運を醸成し、被災地と全国の絆を深めることを 
            目的に、青森県～岩手県～宮城県～福島県～茨城県～千葉県～東京都の全長約１,０００kmを 
                       一般募集によるランナーを主体に、ランニングと自転車にてリレー形式で結ぶ。 
                    ＜14日間、計143区間を予定（内訳：ランニング114区間 ／ 自転車29区間）＞ 

■開催日程およびコース概要（予定） ※各日、9：00～17：00の実施を基本とする  

 7月25日（木） 八戸市庁～久慈市役所 

 7月26日（金） 久慈市役所～宮古市役所 

 7月27日（土） 宮古市役所～大船渡市立綾里小学校 

 7月28日（日） 大船渡市立綾里小学校～陸前高田市役所 

 7月29日（月） 陸前高田市役所～南三陸町ベイサイドアリーナ  

 7月30日（火） 南三陸町ベイサイドアリーナ～パレス松洲（松島町） 

 7月31日（水） パレス松洲（松島町）～ 亘理町中央公民館  

 8月 1日（木） 亘理町中央公民館 ～福島県庁  

 8月 2日（金） 福島県庁～郡山市役所  

 8月 3日（土） 郡山市役所～三崎公園(いわき市) 

 8月 4日（日） 三崎公園(いわき市)～大洗町役場  

 8月 5日（月） 大洗町役場～旭市役所  

 8月 6日（火） 旭市役所～千葉県庁  

 8月 7日（水） 千葉県庁～シンボルプロムナード公園（江東区青海） 

 

■主 催  ： 「未来（あした）への道 1000㎞縦断リレー」実行委員会 

           （７都県各陸上競技協会、スポーツのチカラProject実行委員会等にて構成） 

 

■共 催  ： 東京都 

 
■後援（予定）： 青森県、青森県教育委員会、公益財団法人青森県体育協会 
  岩手県、岩手県教育委員会、公益財団法人岩手県体育協会 
   宮城県、宮城県教育委員会、公益財団法人宮城県体育協会 
   福島県、福島県教育委員会、公益財団法人福島県体育協会 
   茨城県、茨城県教育委員会、公益財団法人茨城県体育協会 
   千葉県、千葉県教育委員会、公益財団法人千葉県体育協会 
   公益財団法人東京都体育協会、公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 
   復興庁、国土交通省観光庁、文部科学省 
   公益財団法人日本オリンピック委員会 
 特定非営利活動法人東京２０２０オリンピック・パラリンピック招致委員会 
   公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本陸上競技連盟 
   公益財団法人日本障害者スポーツ協会日本パラリンピック委員会 
 スポーツ祭東京２０１３実行委員会、一般財団法人東京マラソン財団 
 
■協 力 ：    コース沿道 ７２市区町村 

 

未来への道 1000㎞縦断リレー 開催概要 
あした 

みちのくから、つながろう。 

未来への道 1000㎞縦断リレー 

R u n  &  R i d e  t o  ＴＯＫＹＯ 2 0 1 3  

【英文名称】  Discover Tomorrow 1000km Relay to TOKYO 

あ し た  



■日程/集合場所/解散場所/募集人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ １区間約１㎞～約１０㎞を、複数名で一丸となって、交通ルールを守りながら走行します。ランニングと自転車（※自転車は一般募集
なし）でたすきを繋ぐリレー形式で行い、競走はしません。 

■参加条件 

①小学生以上の健康な男女（１５歳以下の方は保護者の同意が必要です。小学生の場合は、必ず保護者が伴走者とし
てお申込みください。 ）なお、小学生は１ｋｍ程度、中学生は３ｋｍ程度、高校生以上は５ｋｍ程度以上の走力のあること
が望ましいです。 

②ご希望の開催日の、どの区間を走行するかは主催者で割り振りを行わせていただきます。 

③集合場所までおよび解散場所からの交通費、宿泊費等は各自のご手配・ご負担となります。 

④各日、スタート会場、ゴール会場にてセレモニーを行います。 

  スタートセレモニーからゴールセレモニーまで参加していただくことが可能な方を対象とします。 

⑤イベントPRのため主催者が推薦するランナーが参加する場合があります。 

⑥複数人数での申し込みは、専用サイト（http://runnet.jp/）の団体エントリーをご利用下さい。最大５人のエントリーが可
能です。 

⑦障害者（障害者手帳をお持ちの方）で単独走行が困難な方は伴走者を１人つけた上で、参加者２人分としてお申込み
下さい。※車いすでのご参加は、各日の道路走行の安全管理上、８月７日（水）のみとなります。予めご了承下さい。 

⑧食事１回（昼食）のお弁当を主催者で準備いたします。 

 

■参加料 無料 

未来への道 1000㎞縦断リレー ランナー募集要項（１／２） 
あした 

実施日 

区間 

募集人数（予定） 

集合 解散 

出発 到着 場所 時間 場所 時間 

7月25日（木） 八戸市庁（青森県八戸市） 久慈市役所（岩手県久慈市） 40 人程度 八戸市庁 9:00 久慈市役所 18:00 

7月26日（金） 久慈市役所（岩手県久慈市） 宮古市役所（岩手県宮古市） 30 人程度 久慈市役所 8:00 宮古市役所 18:00 

7月27日（土） 宮古市役所（岩手県宮古市） 大船渡市立綾里小学校（岩手県大船渡市） 30 人程度 宮古市役所 8:00 一ノ関駅 20:30 

7月28日（日） 大船渡市立綾里小学校（岩手県大船渡市） 陸前高田市役所（岩手県陸前高田市） 50 人程度 一ノ関駅 5:30 一ノ関駅 18:00 

7月29日（月） 陸前高田市役所（岩手県陸前高田市） 南三陸町ベイサイドアリーナ（宮城県本吉郡） 30 人程度 一ノ関駅 5:30 一ノ関駅 20:30 

7月30日（火） 南三陸町ベイサイドアリーナ（宮城県本吉郡） パレス松洲（宮城県宮城郡松島町） 40 人程度 仙台駅 5:30 パレス松洲 18:00 

7月31日（水） パレス松洲（宮城県宮城郡松島町） 亘理町中央公民館（宮城県亘理郡） 70 人程度 パレス松洲 8:00 亘理町中央公民館 18:00 

8月1日（木） 亘理町中央公民館（宮城県亘理郡） 福島県庁（福島県福島市） 40 人程度 亘理町中央公民館 8:00 福島県庁 18:00 

8月2日（金） 福島県庁（福島県福島市） 郡山市役所（福島県郡山市） 50 人程度 福島県庁 8:00 郡山駅 18:30 

8月3日（土） 郡山市役所（福島県郡山市） 三崎公園（福島県いわき市） 40 人程度 郡山駅 7:30 いわき駅 18:30 

8月4日（日） 三崎公園（福島県いわき市） 大洗町役場（茨城県東茨城郡） 50 人程度 いわき駅 7:30 大洗駅 18:30 

8月5日（月） 大洗町役場（茨城県東茨城郡） 旭市役所（千葉県旭市） 50 人程度 大洗駅 7:30 旭駅 18:30 

8月6日（火） 旭市役所（千葉県旭市） 千葉県庁（千葉県千葉市） 60 人程度 旭駅 7:30 千葉県庁 18:00 

8月7日（水） 千葉県庁（千葉県千葉市） シンボルプロムナード公園（江東区青海） 70 人程度 千葉県庁 8:00 
シンボルプロムナード 

公園 
18:00 



■イベントの運営体制 

集合場所から各自の走行区間へは主催者が手配する車で移動します。 
走行終了後は、主催者が手配する車でゴール会場に移動し、各日の最終ランナーを一緒に迎え入れます。 
※ゴール地点以前の、中継所からの帰路についてバスの送迎はありません。予めご了承下さい。 
※本イベントでは歩道を使用し、交通規則に従い進行します。 
※各区間、参加者とともに大会スタッフが前後に同走し、コースを先導致します。 
※コース上に仮設トイレの設置はありません。 
※イベント趣旨のＰＲの為、主催者が用意した帽子やＴシャツの着用など、ご協力をお願いする場合がございます。 
  

■参加申込方法  

（１）方法 
インターネット（http://runnet.jp/） による申込。 
※お申込みの際にはランニングポータルサイト“RUNNET”への会員登録（無料）が必要となります。 
（２）期間 
２０１３年５月２２日（水）７時～ ６月１４日（金）２３時５９分 
（３）参加者の決定とご案内 
申込多数の場合は、抽選で参加者を決定いたします。各日、申込みいただいた方の中から、走力等に応じて当日の走行
区間を決定させていただきます。抽選の結果および、参加決定者へのご案内は６月２８日(金)～７月５日（金）にメールに
てお送りします。 
（４）必要事項 
氏名・性別・血液型・生年月日・国籍・住所・電話番号（携帯可）・PCメールアドレス・ランニング経験の有無（小学生は１ｋ
ｍ程度、中学生は３ｋｍ程度、高校生以上は５ｋｍ程度以上の走力）・参加にあたっての意気込み・本人以外の緊急連絡
先（氏名・電話番号）・Ｔシャツのサイズ【ジュニア】120、130、140、150 【成人】 SS（160）、S（165）、M（170）、L（175）、O

（180）、XO（185 ）、2XO（190 ） 

■個人情報について 

 主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保
護方針に基づき、個人情報を取り扱います。イベント参加者へのサービスの向上を目的とし、参加案内、関連情報の通知、
大会協賛・協力・関係団体からのサービスの提供に利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関す
る確認連絡をさせていただくことがあります。 

  

■申込み規約 （参加者は下記の申し込み規約に同意の上、お申込み下さい）  

（１）主催者は疾病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任は負いません。 
（２）荒天時等、安全を考えイベントが中止になる場合があります。その場合、別日への振替はございません。 
（３）主催者が認めたもの以外で、広告目的での企業名、商品名などを意味する図案および商標などを身につけたり表示
したりすることはできません。 
（４）イベント中の映像・写真・記事・参加者の氏名、年齢、住所（国名、都道府県名または区市町村名） 
等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権と肖像権は主催者に属します。 
（５）上記の他、大会に関する事項及び当日については大会主催者の指示に従ってください。指示に従わない場合には、
参加取り消しとなる場合があります。 
（６）１５歳以下の方が参加する場合は、保護者の同意が必要となります。 
（７）小学生が参加する場合は、保護者が伴走者としてお申込みいただくことが必要となります。 
 

■その他注意事項 

（１）荒天等で中止する場合は、当日午前５時に、公式ホームページ（http://www.1000km.jp）にて掲示します。 
（２）中止となった場合においても、主催者は交通費、宿泊費を負担しません。 
（３）イベント参加にあたりましては、十分にトレーニングを行い、事前に健康診断を受診するなど体調には万全の配慮をし
た上、ご参加ください。  
（４）保険は主催者で加入します。また走行中の事故や怪我に対する応急処置を除き、保険の補償範囲を超えての責任
は一切負いません。  

未来への道 1000㎞縦断リレー ランナー募集要項（２／２） 
あした 


