
 

 

 

 

 

 

この度は BOOST ランニングフェスタ in 国立競技場にエントリーいただき誠にありがとうございます。 

本メールは「フルリレーマラソン」にエントリーいただいた皆様に送信しています。 

  

本イベントは 3 月 26 日(日)に予定通り開催いたします。（雨天決行） 

運営事務局より大会の詳細をご案内いたします。 

＊受付時にゼッケン番号が必要となりますので必ずご確認ください。 

  

《イベント概要》 

イベント名：BOOST ランニングフェスタ in 国立競技場 

カテゴリー：フルリレーマラソン 

部門：一般の部、男女混合の部、会社対抗の部、仮装ランナーの部 

公式 HP：https://boost-inc.jp/kokuritsu/ 

日程：2023 年 3 月 26 日(日) 

会場：国立競技場 

   〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 10-1 

    ＊JR 千駄ヶ谷駅・信濃町駅より徒歩 5 分 

    ＊都営大江戸線国立競技場（A2 出口）より徒歩 1 分 

    ＊東京メトロ銀座線外苑前駅（3 番出口）より徒歩 9 分 

受付場所：B ゲート(1F) 

受付時間：11:00〜12:45 

  

《タイムスケジュール》 

11:00- 受付開始（12:45 まで） 

12:15- 開会式 

12:30- ウォーミングアップ 

12:45- ウォーミングアップ終了 

13:00- スタート 

15:45- 表彰式 

17:00- 計測終了 

※スケジュールは当日の進行状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

  

 

 

https://boost-inc.jp/kokuritsu/


＜レギュレーション＞ 

・コース： 国立競技場特設コース（1 周 1.4km の周回コース） 

・距離：42km（30 周） 

・2 名〜15 名で構成されたチームでタスキを繋いで走る。 

・タスキ渡しは 1.4km ごとに行います。 

・各メンバーの周回数は自由。交代回数も自由。交代後のレース復帰も OK。ゴールするまでは誰がいつ何度走っても OK です。 

例）A さんが 1 周走ったあとに、B さんが 2 周走り、その後にまた A さんが 2 周走って、次に C さんが 5 周走って・・・というこ

とが可能です。 

  

【ご来場の際の注意事項】 

・受付は混雑しますので必ずお時間に余裕を持ってご来場いただきますようお願いします。 

※特に受付時間の後半は混雑することが予想されます。 

  

【受付について】 

・本イベントは事前の郵送物はございません。 

・ゼッケン・タスキ・入場パス等は当日、受付にてお渡しいたします。 

・ご来場の前にゼッケン番号をご確認ください。 

  

＜ゼッケン番号のご確認はこちらからお願いします＞ 

https://boost-inc.jp/kokuritsu/list_relay.pdf （カテゴリー毎 50 音順） 

＊受付時にゼッケン番号が必要となりますので必ずご確認ください。 

  

●受付方法 

1)受付にはチームの代表者様 1 名でお越しください。 

2)ゼッケン番号ごとに列が分かれていますので、該当する列にお並びください。 

3)受付で「ゼッケン番号」と「代表者名」をスタッフにお伝えください。 

4)確認後、ゼッケン・タスキ・入場パス等をお渡しします。 

※補足 

・受付時はメンバーが全員揃っていなくても問題ありません。 

・受付手続きは代表者様の代理の方でも可能です。代表者様が間に合わない場合や、2 チーム以上のエントリーで複数の受付が必

要な場合は代理の方がお手続きください。 

  

＜入場パスに関して＞ 

・入場パスは出場メンバーの人数分と応援参加の人数分を受付でお渡しします。 

・入場パスは手首に着用し、場内へ入場する際はスタッフに提示してください。 

※注意 

遅れて参加される方も必ず入場パスが必要となります。その場合は入場パスを管理している方が一度場外に出て、入場パスを渡し

ていただく必要があります。入場パスがあれば何度でも再入場可能です。 

  

https://boost-inc.jp/kokuritsu/list_relay.pdf


＜タスキに関して＞ 

・タスキには計測チップが付いていますので、競技の際は必ず指定のタスキをお使いください。 

・ご持参いただいたタスキとの併用は可能です。  

・タスキはゴール後に回収しますので所定の回収 BOX にご返却ください。 

  

＜ゼッケンに関して＞ 

・ゼッケンは出場メンバーの人数分を受付でお渡しします。 

・ゼッケンは必ずお腹に貼り、上着などで隠れないようにしてください。 

・レース終了後はゼッケンを外してお持ち帰りください。 

・ゼッケンを止める安全ピンはトラックに落とさないようお取り扱いにご注意ください。 

  

【応援参加者について】 

・応援参加者は入場の際、入場パスを手首に着用しスタッフに提示してください。 

・応援参加者はスタンド席をご利用いただけます。 

・小さいお子様の引率などの止むを得ない理由がない限り、応援参加者はトラックには入れません。 

・フォトスポットは応援参加者もご利用いただけます。 

  

【スタンド席について】 

・スタンド席は自由席となりますので、譲り合ってご利用ください。 

・スタンド席を待機場所、荷物置場としてご利用ください。 

  

【荷物置場・ロッカーについて】 

・お荷物はスタンド席に置いてください。 

・会場内にロッカー・クローク機能はございません。 

 ※大変申し訳ありませんが、ロッカーが必要な方は周辺施設をご利用ください。 

・お荷物、貴重品は各自で管理をお願いします。 

 

【更衣室について】 

・更衣室はフィールド階(B2F)にございます。 

・混雑が予想されますので、極力走れる格好でご来場くださいますようご協力をお願いします。 

  

【お手洗いについて】 

・会場内の常設のお手洗いをご利用いただけます。 

  

【フィールド階(B2F)への行き方】 

・フィールド階(B2F)へはスタンド席の最下段から階段で降りてください。 

※フィールド階とは、ステージやトラックがあるフロアのことです 

※注意 

スタート前は階段が混雑しますので、時間に余裕を持って、早めのご移動にご協力ください。 



 【ウォーミングアップについて】 

・12:30〜12:45 までの 15 分間、トラック内でのウォーミングアップが可能となります。 

※注意 

コンコースや場外を使ってのウォーミングアップは他のお客様のご迷惑となりますのでお控えください。 

  

【スタートについて】 

・第一走者はスタート地点にお集まりください。時間に余裕を持って集合してください。 

・第一走者以外のランナーは全員リレーゾーンにお集まりください。速やかな移動にご協力ください。 

・レースは１3 時にスタートします。 

・全部門同時にスタートします。 

※注意 

スタート時は混雑し最も危険ですので、前のランナーを押したり追い抜いたりしないようにお願いします。 

  

【リレーゾーンについて】 

・リレーゾーンはゼッケン番号ごとに A〜F ゾーンに分かれています。 

・タスキの受け渡しは必ずリレーゾーンで行ってください。 

・リレーゾーン以外でのタスキの受け渡しは禁止です。 

※注意 

タスキを渡した後はその場に止まらず、リレーゾーンの奥へお進みください。 

また、混雑しますので次の走者以外はリレーゾーンの奥で待機してください。 

 

【ゴールについて】 

・最終ランナーはゴール手前でゴールレーンに入ってください。 

・チームメンバーと一緒にゴールしたい場合は「メンバー合流専用入口」から合流してください。 

・タスキはゴール後に回収しますので所定の回収 BOX にご返却ください。 

  

【制限時間について】 

・フルリレーマラソンの制限時間は 4 時間です。（17 時 00 分まで） 

・制限時間の 5 分前をもって、走っているチームはその周回を最後の１周とさせていただきます。 

  

【給水所について】 

・コース上とリレーゾーン付近に１カ所ずつ設けます。 

・給水所では水とスポーツドリンクをご用意いたします。 

・レース以外のお飲み物は各自ご持参ください。館内には自動販売機もございます。 

・唾やたん、給水ドリンクを吐き出さないようにお願いします。周りの方へのご配慮をお願いいたします。 

  

 

 

 



【周回数や順位の確認について】 

・本イベントは周回数や順位を web 上で速報いたします。 

・確認方法は、当日配布するゼッケンまたはパンフレットに記載されている QR コードを読み取り、LINE の友達追加から「BOOST

ランイベント」に友達登録いただくと、「タイム速報サイト」のボタンからアクセスすることができます。タイム速報サイトでは現

在の周回数や順位をその場でご確認いただくことができます。 

  

【完走証について】 

・本イベントでは「WEB 完走証」をご用意いたします。※当日の完走証の発行・手渡しはございません。 

・WEB 完走証は前述のタイム速報サイト内に表示されます。SNS にアップする際は是非「#BOOST ランニングフェスタ」を付け

てお楽しみください。  

  

【表彰式について】 

・表彰式時刻：15:45(予定) 

・各部門の優勝チームはステージで表彰がありますのでご登壇をお願いします。予定時刻の 5 分前を目安にステージ前にお越しく

ださい。 

・準優勝と 3 位のチームには表彰状を贈呈いたします。お時間の都合上、表彰状はお帰りの際に出口でお渡ししますので、スタッ

フまでお声がけください。  

  

【注意事項/連絡事項】 

※館内は全面禁煙となりますのでご協力をお願いします。 

※トラック内での飲食はご遠慮ください。飲食はスタンド席でお楽しみください。 

※アルコール類の持ち込みはご遠慮ください。販売も致しません。 

※会場で駐車場や駐輪場の貸し出しはございません。極力公共交通機関をご利用ください。 

※ベビーカーは入場してすぐ右手にベビーカー置き場がございますのでそちらをご利用ください。 

※ベビーケアルームがコンコースにございます。詳しくはスタッフにお尋ねください。 

※会場で発生した事故・盗難等について、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。 

※コンコースや場外を使ってのウォーミングアップは他のお客様のご迷惑となりますのでお控えください。 

※レース前やレース中に体調が優れない場合は「勇気あるリタイア」をお願いします。 

※イベント中は本部にて救急救命士が待機しております。 

※イベント開催中の怪我等に関しては応急の処置を行います。 

※本部にて AED を完備しております。その他、会場常設の AED も完備しております。 

※本イベントはスポーツ保険に加入しております。 

※当日分からない事がございましたら、運営スタッフまでお尋ねください。 

  

 

 

 

 

 



【申込規約について】 

本イベントへ参加されるお客様は申し込み時に下記の申込規約にご同意の上ご参加いただいております。 

申込規約はこちらからご確認いただけます。( https://boost-inc.jp/kokuritsu/boost2023.pdf ) 

  

------------------------------ 

●アディダス最新シューズの試し履きイベント開催中● 

日本人ランナーに最⾼のフィット感を提供するべく、0.01mm単位までこだわり生み出されたアディダスのランニングシューズ

「ADIZERO」。大型スポーツ専門店の一部店舗にて試し履きイベントを実施中です。アディゼロSLの優れたクッション性と安定

性を、今すぐ体験ください。 

→イベント実施概要はこちら https://adizero-tryon.com/ 

------------------------------ 

  

以上、ご不明点などございましたら、メールにてお問い合せください。 

 

【ご質問について】 

皆様からのご質問で多いものを Q&A にまとめましたので、お問い合わせの前にご確認ください。 

（ https://boost-inc.jp/kokuritsu/qanda.pdf ） 

  

それでは、みなさまのご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。 

  

  

BOOST ランニングフェスタ運営事務局（株式会社ブースト内） 

[ADDRESS] 東京都世田谷区用賀 2-39-17 用賀駅ビル 3F 

[MAIL] info@boost-inc.jp 

  

●大会告知● 

4/23@多摩川、5/13@東京板橋、6/25@横浜金沢『エンジョイリレーマラソン』( https://boost-inc.jp/enjoy_relay/ ) 

2023 年 4 月 23 日(日)『多摩川ハーフマラソン』@諏訪いこいの広場 ( https://boost-inc.jp/tama_half/ ) 

2023 年 5 月 13 日(土)『東京板橋ハーフマラソン』@戸田橋陸上競技場 ( https://boost-inc.jp/itabashi_half/ ) 

2023 年 5 月 27 日(土)『BOOST ランニングフェスタ in 味の素スタジアム』（ https://boost-inc.jp/ajista/ ） 

2023 年 6 月 18 日(日)『BOOST ランニングフェスタ in 国立競技場』（ https://boost-inc.jp/kokuritsu/20230618.html ） 

2023 年 6 月 25 日(日)『横浜金沢ハーフマラソン』@海の公園 ( https://boost-inc.jp/yoko_kana/ ) 
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