
＜0903 海の公園開催概要＞ 

 

開催日      ２０１７年９月３日 日曜日    

大会名称  2017 横浜シーサイド海の公園マラソン    

大会公式サイト  http://enjoy-run.jp/170903/    

 

大会の特徴  横浜で唯一海水浴ができ、春先には潮干狩りが楽しめる、美しい砂浜 

の「海の公園」の 2.6ｋｍ周回コース八景島を望むきれいな海と砂浜を 

視界に気持ちいいランニングが楽しめる大会です。 

海と砂浜と緑を感じてレッツ トライ！！    

 

開催場所  海の公園（横浜市金沢区海の公園 10 番）    

交通      ■お車をご利用の場合    

       横浜横須賀道路 並木 ICから国道 357号線で約 2.5km または首都高 

速湾岸線 幸浦 IC から    

       国道 357 号線で約 2.5km    

      ■電車をご利用の場合    

       JR 根岸線「新杉田駅」または京浜急行線「金沢八景駅」から、金沢 

シーサイドラインに乗り換え、    

      「海の公園柴口駅」で下車、徒歩 2 分    

    

後援 横浜市市民局    

協賛 ダイドードリンコ株式会社   

協力 株式会社横浜シーサイドライン 

    公益財団法人横浜市緑の協会 

    株式会社金沢臨海サービス  

主催 ENJOY ランニング実行委員会 

   

申込締切日 2017 年 8 月 13 日（日） 事務局 2017 年 8 月 15 日（火）  

定員数     個人走 400 名、リレー100 組    

受付場所 海の公園特設会場    

 

受付時間 08:30～09:45 ※9:50～リレーチーム代表者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行います。   

開会式 10:00～     

 

 



種目・参加資格  

種目       年齢  性別     構成・他 

・8 周マラソン  18 歳以上  男女   20.8ｋｍ走行です。 

・4 周マラソン  18 歳以上  男女   10.4ｋｍ走行です。 

・2 周マラソン  中学生以上  男女   5.2ｋｍ走行です。 

・1ｋｍ親子ペアラン 未就学生＋保護者 制限なし 保護者は 18 歳以上  

（一緒に走ります） 

・16 周マラソンリレー（4～15 名構成 41.6km 走行です） 

 ＊一般チーム  制限なし  制限なし  

 ＊混成チーム  18 歳以上  男女    女子１名以上を含む 

 ＊職場チーム  18 歳以上  制限なし   同一職場で構成 

 ＊ファミ友チーム 制限なし  制限なし  親子・親戚血縁最低 2 名含む 

・8 周マラソンリレー （２～8 名構成 20.8ｋｍ走行です） 

 ＊一般チーム  制限なし  制限なし  

 ＊混成チーム  18 歳以上  男女    女子１名以上を含む 

 ＊職場チーム  18 歳以上  制限なし  同一職場で構成 

 ＊ファミ友チーム 制限なし  制限なし  親子・親戚血縁最低 2 名含む 

 

参加料     

種目      金額          

 8 周マラソン     3,240／1 名   

 4 周マラソン     2,900／1 名   

 2 周マラソン     2,700／1 名   

 1ｋｍ親子ペア     2,700／1 組   

 16 周マラソンリレー 3,780／1 名   

 8 周マラソンリレー 3,240／1 名   

 中学生以下     2,430／1 名   

 

スタート時間＆制限時間  

種目 スタート時間 制限時間  

 8 周マラソン   10:50 3 時間  

 4 周マラソン   10:50 1 時間 40 分  

 2 周マラソン   10:50 1 時間  

 1ｋｍ親子ペア   10:30 20 分  

 16 周マラソンリレー 10:50 4 時間  

 8 周マラソンリレー  10:50 2 時間 30 分  



          スタート時間の 5 分前にスタート地点へお集まりください。 

 

スタート場所         海の公園 特設会場    

フィニッシュ場所 海の公園 特設会場    

コース                 海の公園の海辺を走る 1 周 2.6km の周回コースです。 

           安全を優先してコースが一部変更になる場合があります。 

距離表示 １ｋｍごと表示あり    

給水         コース上１ヶ所 ゴール後 1 ヶ所設置     

無料サービス 無料ストレッチサービス・トレーナー相談コーナー設置（予定）  

         ※雨天、強風等で設置できない場合があります。    

参加賞 あり    

表彰 ●個人走及び１ｋｍ親子ランは各部３位     

 ●リレーは各種目総合 3 位及び各部門 1 位（総合 3 位除く）    

   賞状及び副賞 

   

大会事務局   MSPO ENTRY  横浜金沢ビーチサイドマラソン係    

     TEL042-370-7431 （平日 10 時～18 時）    

     MAIL:entry@mspo.jp  

   

参加通知 大会１週間前をめやすにゼッケン引換をお届けします。チームの場合は 

代表者の方へ郵送します。    

     

その他  

●大会当日、ゼッケン交換案内をお持ちにならない場合、出走できませんのでご 

注意ください。    

 ●特設受付近くに更衣室のご用意がございます。個人走及び親子ペアランのみ荷 

物預かりサービスあります。    

 ●貴重品等は、各自で管理をお願い致します。    

 ●荷物紛失に関しまして大会実行委員会では責任を負いかねますので何卒ご了承 

ください。    

 ●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。    

 ●公園隣接の有料駐車場があります。    

 

当日の緊急連絡方法 警報等の発令等により大会中止の場合は、5 時までに大会公式サ 

イトに告知します。当日緊急連方法は参加通知に記載します。



    

障がい者の方のご参加 本大会は、障がい者の方のご参加を応援します。  

         伴走者の方は何人でも参加料は無料です。（参加賞はありません 

ご容赦ください。）伴走者の方のスポーツ傷害保険は大会が負担 

します。    

走路幅に限りがある為、車いすの方のエントリーはご遠慮いた 

だいております。    

         伴走者登録方法は事務局にお問い合わせください。  

    

保険加入   本大会では、参加者に対して災害補償規定を有しており、該当の保険に 

加入しております。    

  死亡、後遺障害 150 万円    

  入院（日額） 1,500 円    

  通院（日額） 1,000 円    

  死亡・後遺障害、入院、通院の補償があり、傷害を補償します。  

  尚、往復途上、熱中症及び熱中症が原因のケガの補償はありません。  

  熱中症及び熱中症が原因のケガの補償が必要な方は事務局までお問い合わせく 

ださい。    

以上 

 


