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       ｵﾘﾝﾋ ﾟｯｸ・ﾊ ﾟﾗﾘﾝﾋ ﾟｯｸ準備局   
     （公財）東京都スポーツ文化事業団 

 東京都及び（公財）東京都スポーツ文化事業団では、今年で4回目となる「未来（あした）への道 1000㎞縦断リ

レー2016」を、東京2020オリンピック開催の4年前に当たる平成28年7月24日（日）から8月7日（日）までの15日間

で開催します。 

 開催期間：7月24日（日）～8月7日（日） 

約1,100名の参加者を5月11日（水）から6月12日（日）までの間に募集します。 

～アンバサダーに高橋 尚子さん、朝原 宣治さん、国枝 慎吾さんが就任～ 

  

 たかはし なおこ     くにえだ  しんご 

みちのくから、つながろう。 スポーツの力で復興を後押し！ 

青森から東京まで、15日間かけて被災地をつなぐ復興支援リレー 
   あさはら のぶはる 

 本件は、「東京都長期ビジョン」における、以下の都市戦略・政策指針に係る事業です。 

 都市戦略１ 「成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功」 

 政策指針１ 「2020年大会の成功に向けた万全な開催準備とレガシーの継承」 

「東京都長期ビジョン事業」 

 

【参加者募集に関する問合せ先】 

 『未来（あした）への道 1000km縦断リレ－2016運営事務局』  

  電話：０３-３５３９-５５３９  （平日10：00～17：00） ＦＡＸ：０３-３５３９-５５４０  Ｅ-mail：info＠1000km.jp 

 

 「未来（あした）への道 1000㎞縦断リレー2016」は、青森から東京まで、東日本

大震災の被災地域を縦断する、全長約1,280km・全163区間（予定）を、ランニング

（1km～10㎞程度/区間）と自転車（10km～30km程度/区間）でリレー形式（競走で

はありません。）でつなぎます。たすきをつなぐリレーを通じて、復興へ向けた取組

や被災地の現状などを発信することで、東日本大震災の記憶の風化を防ぐととも

に、全国から集まる参加者と被災地の方々の絆を深めます。 

 今年も多くのトップアスリートや著名人にも御参加いただくほか、障害の有無や年

齢にかかわらず多くの方が参加できる「ふれあいランニング」の区間を各県に1カ

所設けます。ここでは、トップアスリートと一緒に走ったり、たすきをつなぐ他、ミニラ

ンニング教室や地元と連携した盛り上げ企画など、各種アトラクションを予定してお

ります。 

 そして、今年の「1000km縦断リレー・アンバサダー」には、高橋 尚子さん、朝原 

宣治さん、国枝 慎吾さんに御就任いただきました。アンバサダーには、リレーへの

参加や、広報PR活動に御協力いただきます（各アンバサダーのコメントは、2頁に

掲載）。 

  

グランドゴール : 東京都立 
              上野恩賜公園 

グランドスタート: 青森県庁 

＜参加者募集 （概要）＞ 
 募集期間   ： 平成28年5月11日（水）～6月12日（日） 
 募集人数  ： 約1,100名（ﾗﾝﾆﾝｸﾞ 約1,000名･自転車 約100名） 
 申込方法  ： 公式ホームページ（http://www.1000km.jp/）からお申し込み 
           ください。 
  ※ 参加条件等は３頁以降を御参照ください。  



 
 

未来（あした）への道  1000km縦断リレー2016 
アンバサダー コメント・プロフィール 

■ 朝原 宣治（あさはら のぶはる） 

 

1984年生まれ。東京都出身。プロ車いすテニスプレイヤー。 

アテネ、北京、ロンドンパラリンピック 車いすテニス金メダリスト。 

2004年アテネパラリンピックで斎田悟司選手とペアを組みダブルス金メダル獲得。 

2006年10月、初の世界ランキング1位に。2007年 初の年間グランドスラム達成。 

2008年北京パラリンピックにてシングルス金メダル、ダブルス銅メダル獲得。 

2012年ロンドンパラリンピックにてシングルス金メダル獲得。 

＜開催に向けたコメント＞ 

＜プロフィール＞ 

■ 高橋 尚子（たかはし なおこ）  

＜開催に向けたコメント＞ 

＜プロフィール＞ 

■ 国枝 慎吾（くにえだ しんご） 
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＜開催に向けたコメント＞ 

被災地復興のために少しでもお役に立てたらと思い、 

アンバサダーに就任いたしました。 

1000km縦断リレーでは、被災地の皆さんの「力」を感じながら、 

強い絆でつながれた「たすき」を無事ゴールまで届けたいと思います。 

そして、スポーツの力で、一人でも多くの方が明るく元気に過ごせるよう、 

皆さんと一緒に頑張ります！ 

＜プロフィール＞ 

1972年生まれ。岐阜県出身。元陸上競技（マラソン）選手。 
2000年シドニーオリンピック女子マラソン・金メダリスト。 
公益財団法人日本陸上競技連盟 理事、公益財団法人日本オリンピック委員会 理事、 
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会アスリート委員会委員長。 
その他「高橋尚子のスマイル アフリカ プロジェクト」や環境活動、スポーツキャスター、 
JICAオフィシャルサポーターなどで活躍中。 

震災から五年が過ぎても、復興はまだまだ道半ばと感じています。 

一歩づつ、でも着実に一歩づつ、今年も1000km縦断リレーのアンバサダーとして 

たすきを繋いでいきたいと願っています。 

震災の記憶を風化させてはいけないという思いを込めて。 

昨年は、1000km縦断リレーの最終ランナーとして参加させていただき、 

皆さんの思いのこもったたすきを舛添知事にお渡しさせていただき、とても光栄でした。 

今年はリオパラリンピックのため参加することが出来ませんが、 

たすきに熱い気持ちを込めて1000キロを完走してください。 

私はリオでの金メダルを目標に頑張ります！ 

1972年生まれ。兵庫県出身。陸上競技指導者・スポーツ解説者。 
アトランタ、シドニー、アテネ、北京４大会連続オリンピック出場。 
2008年北京オリンピック4×100mリレーで銅メダル獲得。 
大阪ガス陸上競技部副部長、陸上競技クラブ「ＮＯＢＹ Ｔ＆Ｆ ＣＬＵＢ」主宰、 
一般社団法人アスリートネットワーク副理事長。 
「スポーツを通じた健康力の高いまちづくり」を各自治体と共同で推進中。 



未来（あした）への道1000km縦断リレー2016 

募集要項 

１ 名称  
未来（あした）への道 1000㎞ 縦断リレー2016 
【英文表記】1000km Relay to Tokyo 

 
２ 目的 

青森から東京まで、東日本大震災の被災地をランニングと自転車でつなぐリレーを開催し、復興へ向けた取
組等を発信することで、東日本大震災の記憶の風化を防ぐとともに、全国から集まる参加者と被災地の方々
の絆を深める。 
 
 

3 スローガン 
復興の地を、走ろう。復興とともに走ろう。未来に向かって走ろう。 
Run for Tohoku,Run for Tomorrow. 
  
 

4 概要 
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1,280kmをランニングと自転車により、
リレー形式でつなぐ。 
＜15日間、163区間を予定（内訳：一般ランニング102区間／ふれあいランニング7区間／自転車54区間）＞ 

 
 

5 主催・共催 
【主催】東京都、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 
【共催】公益財団法人東京都体育協会、公益財団法人東京陸上競技協会 

 
 
6 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、一般財団法人青森陸上競技協会 
岩手県、岩手県教育委員会、公益財団法人岩手県体育協会、一般財団法人岩手陸上競技協会 
宮城県、宮城県教育委員会、公益財団法人宮城県体育協会、一般財団法人宮城陸上競技協会 
福島県、福島県教育委員会、公益財団法人福島県体育協会、一般財団法人福島陸上競技協会 
茨城県、茨城県教育委員会、公益財団法人茨城県体育協会、一般財団法人茨城陸上競技協会 
千葉県、千葉県教育委員会、公益財団法人千葉県体育協会、一般財団法人千葉陸上競技協会 
復興庁、国土交通省、観光庁、スポーツ庁 
公益財団法人日本オリンピック委員会 
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会 
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 
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 
一般財団法人東京マラソン財団 
東奥日報社、デーリー東北新聞社、岩手日報社、河北新聞社、福島民報社、福島民友新聞社、 
茨城新聞社、千葉日報社 
 
 

7 協力（予定） 
コース沿道市区町村（7３自治体） 
公益財団法人日本サイクリング協会 
青森県サイクリング協会、福島県サイクリング協会、茨城県サイクリング協会 
国連の友 Asia-Pacific 
 
 

8 特別協力 
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 
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未来（あした）への道1000km縦断リレー2016 

募集要項 

９ 協賛 
日本航空株式会社  
株式会社アシックス 近畿日本ツーリスト株式会社 日本生命保険相互会社 株式会社みずほフィナンシャルグループ 
 
 

10  開催日程及びコース概要（予定） 
7月24日（日） 青森県庁～八戸ポータルミュージアム「はっち」（八戸市） 
7月25日（月） 八戸ポータルミュージアム「はっち」（八戸市）～道の駅くじ やませ土風館（久慈市） 
7月26日（火） 道の駅くじ やませ土風館（久慈市）～宮古地区合同庁舎（宮古市） 
7月27日（水） 宮古地区合同庁舎（宮古市）～陸前高田市コミュニティホール 
7月28日（木） 陸前高田市コミュニティホール～南三陸町ベイサイドアリーナ 
7月29日（金） 南三陸町ベイサイドアリーナ～松島町役場 
7月30日（土） 松島町役場～宮城県庁 
7月31日（日） 宮城県庁～相馬市民会館 
8月  1日（月） 相馬市民会館～福島県庁 
8月  2日（火） 福島県庁～開成山陸上競技場（郡山市） 
8月  3日（水）  開成山陸上競技場（郡山市）～アクアマリンパーク（いわき市） 
8月  4日（木） アクアマリンパーク（いわき市）～大洗町役場 
8月  5日（金） 大洗町役場～旭市役所 
8月  6日（土） 旭市役所～千葉県庁 
8月  7日（日） 千葉県庁～東京都立上野恩賜公園（台東区） 
 

 
11  参加者募集期間 

5月11日（水）～6月12日（日） 
 
 

12  募集人数 
約1,100名（ランニング 約1,000名、自転車 約100名）   
 

 
13  参加料 

無料 
※集合場所まで、及び解散場所からの交通費、宿泊費等は各自の御手配・御負担となります。 
 
 

14  募集人数及び参加条件 
複数名で、交通ルールを守りながら走行し、ランニングと自転車でたすきをつなぎます（競走ではありませ
ん）。 
各日の走行コースは複数の区間に分かれています。希望の開催日の走行区間は選べません。主催者で割り振
らせていただきます（ふれあいランニングを除く）。 
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未来（あした）への道1000km縦断リレー2016 

募集要項 

(1) 一般ランニング 
1区間約1km～10kmを複数名で一丸となって、交通規則を守りながら走行し、次の区間の走者へたすきを
つなぎます。 

日程 コース 募集人数 集合時間・場所 
（予定） 

解散時間・場所 
（予定） 

7月24日 
（日） 

青森県庁 
～八戸ポータルミュージアム 
「はっち」（八戸市） 

20名程度 7:30 
青森県庁 

17:30 
八戸ポータルミュージア
ム「はっち」（八戸市） 

7月25日 
（月） 

八戸ポータルミュージアム 
「はっち」（八戸市） 
～道の駅くじ やませ土風館（久慈市） 

30名程度 
 

8:00 
はっち（八戸市） 

16:00 
道の駅くじ やませ土風館 

（久慈市） 

7月26日 
（火） 

道の駅くじ やませ土風館（久慈市） 
～宮古地区合同庁舎（宮古市） 

30名程度 8:00 
道の駅くじ やませ土風

館 
（久慈市） 

18:00 
宮古地区合同庁舎 

（宮古市） 

7月27日 
（水） 

宮古地区合同庁舎（宮古市） 
～陸前高田市コミュニティホール 

20名程度 7:30 
宮古地区合同庁舎 

（宮古市） 

20:00 
一ノ関駅（一関市） 

7月28日 
（木） 

陸前高田市コミュニティホール 
～南三陸町ベイサイドアリーナ 

20名程度 6:00 
一ノ関駅（一関市） 

18:00 
一ノ関駅（一関市） 

7月29日 
（金） 

南三陸町ベイサイドアリーナ 
～松島町役場 

50名程度 6:00 
一ノ関駅（一関市） 

17:00 
松島町役場 

7月30日 
（土） 

松島町役場～宮城県庁 30名程度 8:00 
松島町役場 

14:00 
宮城県庁 

7月31日 
（日） 

宮城県庁～相馬市民会館 40名程度 7:30 
宮城県庁 

18:30 
相馬市民会館 

8月1日 
（月） 

相馬市民会館～福島県庁 20名程度 8:00 
相馬市民会館 

17:30 
福島県庁 

8月2日 
（火） 

福島県庁 
～開成山陸上競技場（郡山市） 

40名程度 8:00 
福島県庁 

17:00 
開成山陸上競技場 

（郡山市） 

8月3日 
（水） 

開成山陸上競技場（郡山市） 
～アクアマリンパーク（いわき市） 

30名程度 8:00 
開成山陸上競技場 

（郡山市） 

18:30 
いわき駅 

8月4日 
（木） 

アクアマリンパーク（いわき市） 
～大洗町役場 

40名程度 7:30 
いわき駅 

18:00 
大洗町役場 

8月5日 
（金） 

大洗町役場～旭市役所 40名程度 8:00 
大洗町役場 

17:30 
旭市役所 

8月6日 
（土） 

旭市役所～千葉県庁 30名程度 8:00 
旭市役所 

18:00 
千葉県庁 

8月7日 
（日） 

千葉県庁 
～東京都立上野恩賜公園（台東区） 

60名程度 8:00 
千葉県庁 

17:00 
東京都立上野恩賜公園 

（台東区） 

【参加条件】 
① 小学生以上の健康な方（未成年者は保護者の同意が必要）。また、小学生の場合は、保護者と一緒に参

加すること。 
② 年代別の走力は、小学生は1km程度、中学生は3km程度、高校生以上は5km以上あることが望ましい。 
③ 各日、スタート会場で行うスタートセレモニーからゴール会場で行うゴールセレモニーまで参加可能な

方。 
④ 障害をお持ちの方（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1名を含む参加者2名分

としてお申し込みください。 
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未来（あした）への道1000km縦断リレー2016 

募集要項 

(2) ふれあいランニング 
小さいお子様や御高齢の方、ファミリーやお友達同士、障害の有無に関わらず、どなたでも参加いただけま
す。約1km～2kmを、ゲストランナーとともに、ランニングや車いすで走行し、次の区間へとたすきをつな
ぎます。 
会場では、各種アトラクションも御用意しております。 

日程 会場 コース 募集人数 集合時間・場所 
（予定） 

解散時間・場所 
（予定） 

7月24日 
（日） 

青森会場 青森県庁～青森市立橋本小学校 
（青森市） 
<約1.4km> 

100名程度 7:30 
青森県庁 

10:30 
青森市立橋本小学校 

7月27日 
（水） 

岩手会場 宮古地区合同庁舎（宮古市） 
～宮古市役所分庁舎 
<約1.5km>  

100名程度 7:30 
宮古地区合同庁舎 

（宮古市） 

10:30 
宮古市役所分庁舎 

7月31日 
（日） 

宮城会場 宮城県庁 
～仙台市立立町小学校（仙台市） 
<約1.6km> 

100名程度 7:30 
宮城県庁 

10:30 
仙台市立立町小学校 

（仙台市） 

8月4日 
（木） 

福島会場 アクアマリンパーク（いわき市） 
<約1.8km> 

50名程度 7:30 
アクアマリンパーク 

（いわき市） 

10:30 
アクアマリンパーク 

（いわき市） 

8月5日 
（金） 

茨城会場 カシマサッカースタジアム 
（鹿嶋市立カシマスポーツセン
ター）（鹿嶋市） 
<約1.1km> 

50名程度 9:30 
カシマサッカー 
スタジアム 

（鹿嶋市立カシマ 
スポーツセンター） 

（鹿嶋市） 

12:30 
カシマサッカー 
スタジアム 

（鹿嶋市立カシマ 
スポーツセンター） 

（鹿嶋市） 

8月6日 
（土） 

千葉会場 千葉県立蓮沼海浜公園（山武市） 
<約1.3km> 

50名程度 10:00 
山武市蓮沼 

スポーツプラザ 
（山武市） 

13:00 
山武市蓮沼 

スポーツプラザ 
（山武市） 

8月7日 
（日） 

東京会場 東京都立上野恩賜公園（台東区） 
＜約1.4km＞ 

50名程度 14:00 
東京都立上野恩賜公園 

（台東区） 

17:00 
東京都立上野恩賜公園 

（台東区） 

【参加条件】 
① どなたでも参加できる安全なコースを設定しています。走力は問いません。 
② 小学生以下の場合は、保護者と一緒に参加すること（未成年者は保護者の同意が必要）。 
③ 各日、スタート会場、ゴール会場にて行うセレモニーに参加することは可能ですが、移動は各自にてお

願いします。 
④ 障害をお持ちの方（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1名を含む参加者2名分

としてお申し込みください。 
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(3) 自転車 
1区間約10km～30kmを2名1組で交通規則を守りながら走行します。 

日程 コース 募集人数 集合時間・場所 
（予定） 

解散時間・場所 
（予定） 

7月24日 
（日） 

青森県庁 
～八戸ポータルミュージアム「はっち」
（八戸市） 

16名 7:30 
青森県庁 

17:30 
八戸ポータルミュージア
ム「はっち」（八戸市） 

7月25日 
（月） 

八戸ポータルミュージアム「はっち」
（八戸市） 
～道の駅くじ やませ土風館（久慈市） 

10名 8:00 
はっち（八戸市） 

16:00 
道の駅くじ やませ土風館 

（久慈市） 

7月26日 
（火） 

道の駅くじ やませ土風館（久慈市） 
～宮古地区合同庁舎（宮古市） 

8名 8:00 
道の駅くじ やませ土風

館 
（久慈市） 

18:00 
宮古地区合同庁舎 

（宮古市） 

7月27日 
（水） 

宮古地区合同庁舎（宮古市） 
～陸前高田市コミュニティホール 

12名 7:30 
宮古地区合同庁舎 

（宮古市） 

20:00 
一ノ関駅（一関市） 

7月28日 
（木） 

陸前高田市コミュニティホール 
～南三陸町ベイサイドアリーナ 

8名 6:00 
一ノ関駅（一関市） 

18:00 
一ノ関駅（一関市） 

7月29日 
（金） 

南三陸町ベイサイドアリーナ 
～松島町役場 

6名 6:00 
一ノ関駅（一関市） 

17:00 
松島町役場 

7月31日 
（日） 

宮城県庁～相馬市民会館 6名 7:30 
宮城県庁 

18:30 
相馬市民会館 

8月4日 
（木） 

アクアマリンパーク（いわき市） 
～大洗町役場 

6名 7:30 
いわき駅 

18:00 
大洗町役場 

8月5日 
（金） 

大洗町役場～旭市役所 10名 8:00 
大洗町役場 

17:30 
旭市役所 

8月6日 
（土） 

旭市役所～千葉県庁 8名 8:00 
旭市役所 

18:00 
千葉県庁 

8月7日 
（日） 

千葉県庁 
～東京都立上野恩賜公園 
（台東区） 

2名 8:00 
千葉県庁 

17:00 
東京都立上野恩賜公園 

（台東区） 

【参加条件】 
① 高校生以上の健康な方（未成年者は保護者の同意が必要）。 
② 1名での参加はできません。必ず、2名1組のグループでお申し込みください。 
③ 参加するには、他大会の出場歴と記録の申告が必要です。 
④ 各日、スタートセレモニーからゴールセレモニーまで参加可能な方が対象。 
⑤ スタートセレモニー参加後は指定された走行開始場所まで、走行終了後はゴール会場まで、各自御手配

の交通手段にて移動していただきます。 
⑥ 自転車（ロードバイクやマウンテンバイク等のブレーキ付スポーツタイプ）、ヘルメット等、走行に必

要な用具は各自で御用意ください。 
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15 参加申込方法 

(1) 方法 インターネットによるお申込み 
（公式ホームページ<http://www.1000km.jp/>からランニングポータルサイト“RUNNET” 
<http://runnet.jp/> にてお申込みいただきます。） 
 
※同じ開催日内で一般ランニングと自転車両方のお申込みはできません。 
※お申込みの際にはランニングポータルサイト“RUNNET”（http://runnet.jp/）への会員登録が
必要となります。 

(2) 期間 平成28年5月11日（水）10時00分～6月12日（日）23時59分 

(3) 参加者の決定 申込多数の場合は、抽選で参加者を決定します。 
また、抽選の結果および参加決定者への御案内は、6月20日（月）～6月27日（月）にイベント主
催者（運営事務局）よりメールにて通知します。 

(4) 参加案内 走行区間が決まり次第、イベント実施の２週間前までに参加案内（詳細）をイベント主催者（運営
事務局）よりメールにてお送りいたします。 

(5) 必要事項 ①本人情報 氏名、性別、生年月日、国籍、住所、電話番号（携帯可）、E-mailアドレス 

②経験情報 ランニング経験の有無、過去直近に参加した大会年、大会名、距離、時間
（記録） 

③緊急時対応情報 本人以外の緊急連絡先（氏名・電話番号・続柄）、血液型 

④その他 Tシャツサイズ（130、150、S、M、L、O、XO、2XO） 
 ※各サイズの準備数には限りがあり、御希望に添えない場合がございます。 
「ふれあいランニング」への変更希望の有無（「一般ランニング」を申し
込み、落選した場合） 

本イベントにおける過去の参加歴 
参加にあたっての意気込み 

(6) 車いすの方の 
  申込みについて 

車いすの方は、走行の安全管理上、「ふれあいランニング」のみのお申込みとさせていただきます。
（生活用車いすでの参加も可能） 

(7) グループでの 
  申込みについて 

自転車以外で、3名を超えるグル―プでのお申込みは、”RUNNET”内の「ご家族エントリー」もし
くは「お仲間エントリー」を御利用ください。最大5名のエントリーが可能です。 
なお、「ご家族エントリー」、「お仲間エントリー」は、申込多数となった場合、グループ単位で
の抽選とさせていただきます。 

16 イベント運営体制 
(1) 「一般ランニング」参加者は集合場所から各自の走行区間へ主催者側で手配する車で移動し、走行終了後も

主催者側が手配する車で、ゴール会場に移動し各日の最終ランナーを迎え入れます。 
(2) 「自転車」参加者はスタートセレモニー参加後は走行開始場所まで、走行終了後はゴール会場まで各自御手

配の交通手段にて移動していただき、各日の最終ランナーを迎え入れます。 
(3) 「ふれあいランニング」参加者は会場集合、会場解散とします。 
(4) 「一般ランニング」は歩道を、「自転車」は車道を使用し、交通規則に従い進行します。 
(5) 各区間、参加者の前後にイベントスタッフを配置し同走します。 
(6) コース上に仮設トイレの設置はありません。 
(7) Ｔシャツやキャップ等のユニフォームを主催者が用意した場合は着用をお願いします。 
(8) 「ふれあいランニング」においては同区間専用のたすきを使用します。 
(9) イベントのＰＲおよび運営上、主催者が推薦するランナー、ライダーが参加する場合があります。 
(10) 「一般ランニング」及び「自転車」の参加者には、昼食を主催者が準備いたします。  
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17 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およ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。取得した個人情報は、本事業参加者への安全確保及び
サービス向上を目的とし、参加案内等、本事業に関する情報の通知に利用いたします。 
また、イベント主催者（運営事務局）からの申込内容に関する確認のための連絡をさせていただくことがあ
ります。  

 
 
18 申込規約（参加者は下記の申し込み規約に同意の上、お申し込みください。） 

(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、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、イベントに関する事項についてはイベント主催者の指示に従ってください。 
(6) 未成年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) 小学生以下が参加する場合は、必ず保護者と一緒に御参加いただきます。 
(8) 主催者の指示に従わない場合には、参加を取りやめていただく場合があります。 

 
 
19 その他注意事項 

(1) 荒天中止の場合は、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、宿泊費等を負担しません。 
(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、御参加ください。 
(4) 熱中症対策の為帽子の着用をお願いします。 
(5) 自転車参加者はヘルメット等、走行に必要な用具の着用をお願いします。 
(6) 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。 
 

 
20 イベントに関するお問い合わせ 

【申込み先】 未来（あした）への道1000km縦断リレー2016 運営事務局 
【住所】   〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 アイオス永田町521 
【TEL】   03-3539-5539（平日10:00～17:00） 
【FAX】   03-3539-5540 
【E-Mail】   info@1000km.jp 
【大会HP】   http://www.1000km.jp 
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