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2019年10月02日現在 

東北風土マラソン 大会開催要項 

 

【 大 会 名 称 】東北風土マラソン 2020(英記名：Tohoku Food Marathon 2020) 

 

【 主 催 】東北風土マラソン＆フェスティバル2020実行委員会 

(事務局は一般社団法人登米市観光物産協会に設置) 

 

【 共 催 】登米市、南三陸町、一般社団法人登米市観光物産協会、登米市教育委員会、登米市観光推進協議会 

 

【協賛(前年実績)】株式会社アシックス、野村ホールディングス株式会社、三菱商事株式会社、オルビス株式会社、

大塚製薬株式会社、ソニーコーポレートサービス株式会社、株式会社スマートドライブ、日本航

空株式会社、JXTGエネルギー株式会社、キリン株式会社、株式会社パスポート、株式会社登米村

田製作所、読売新聞東京本社、住友生命保険相互会社、JPモルガン証券株式会社、株式会社NTT

ドコモ、マルニ食品株式会社、株式会社 明治、株式会社近畿日本ツーリスト東北、トラスティー

ズFAS株式会社、トヨテツ東北株式会社、株式会社スタンレー、浅井鉄工株式会社宮城工場、名

古屋東部陸運株式会社東北営業所、株式会社朝日ネット、株式会社こばやし、みやぎ登米農業協

同組合、仙台牛銘柄推進協議会、株式会社行場商店、ダスキンあさの、ダスキンレントオール石

巻ステーション、川内印刷株式会社、有限会社伊豆沼農産、仙北信用組合、熊谷燃料住設株式会

社、一級建築士事務所日向建築設計、株式会社高田商店、株式会社登米コミュニティエフエム、

INTILAQ東北イノベーションセンター、株式会社takibi、株式会社アベ美装、ブックカフェ

Festival、東北電力株式会社栗原登米電力センター、宮城石灰工業株式会社、むすびファーム、

株式会社カネキ吉田商店、ヤマト運輸株式会社登米支店、株式会社登米精巧、カルビー株式会社、

株式会社アイエス総合、皆川プリント、田口酒販株式会社、株式会社渡辺土建、有限会社丸大商

店、株式会社迫防災、一関信用金庫登米支店、七十七銀行佐沼支店、仙台銀行佐沼支店、仙北信

用組合迫支店、東北労働金庫迫支店、株式会社ホテルニューグランヴィア、有限会社シンエイ、

有限会社若鮨、医療法人社団恭謹会上杉皮膚科医院、株式会社イシケン、有限会社菅野新聞店、

朝日精麦株式会社、株式会社ハサマ事務機、株式会社千葉コンサルティング、布施歯科医院、宮

石運輸株式会社、有限会社岩渕石油、ホテルサンシャイン佐沼、株式会社ウィングシステムズ、

有限会社佐々源商店、佐竹司法書士事務所、さとう歯科医院、株式会社菅慶、高橋歯科医院、株

式会社ヤマダ地所、シーアーツ株式会社、株式会社太田組、佐沼交通株式会社、有限会社加藤工

務店、株式会社清建、株式会社大伸建設、株式会社ヤマサ、サーティワンアイスクリーム、株式

会社フォトクリエイト、MFクラウド、カゴメ株式会社 

 

【協力(前年実績)】フランス・メドックマラソン事務局、香港・RunOurCity、株式会社LIFULL Social Funding、宮城

県ボート協会、登米中央商工会、登米みなみ商工会、みやぎ北上商工会、長沼漁業協同組合、宮城

県佐沼警察署、登米市立登米市民病院、登米市消防署、登米市水道事業所、宮城県農業共済組合NOSAI

宮城迫支所、公営公益財団法人登米文化振興財団、ささはら総合診療科、やまと在宅診療所 登米、

株式会社ファーストエマージェンシー、一般社団法人災害対策建設協会JAPAN47、学校法人三幸学

園 飛鳥未来きずな高等学校、一般社団法人宮城ドローン研究会、一般社団法人栗原市観光物産協

会、最上町観光協会、株式会社ももがある、株式会社ヒロサキ、三陸かまいし 小島製菓、道の駅

伊達の郷りょうぜん、ヤマコン食品有限会社、有限会社奥州食品、株式会社斎吉商店、株式会社菓

房山清、ヤマカノ醸造株式会社、株式会社及善、株式会社佐利、Kokage Kitchen、有限会社御献上

カスティーラ、有限会社マイティー千葉重、気仙沼ほてい株式会社、海藻専門店たまも、株式会社

yuzuki、心ひとつに、秋田清酒株式会社、株式会社一ノ蔵、合資会社内ヶ崎酒造店、奥の松酒造株

式会社、株式会社男山本店、株式会社角星、菊の司酒造株式会社、株式会社佐浦、蔵王酒造株式会
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社、千駒酒造株式会社、大七酒造株式会社、楯の川酒造株式会社、株式会社田中酒造店、株式会社

田中酒造店大崎蔵、天寿酒造株式会社、名倉山酒造株式会社、萩野酒造株式会社、両磐酒造株式会

社、山形県酒造組合、有限会社くりこま高原ファーム、リコージャパン株式会社、トヨタ自動車東

日本株式会社、ヤフー株式会社、イオンスーパーセンター栗原志波姫店、株式会社ラストワンマイ

ル、株式会社HackCamp、ヴィーナスの湯、ヤフー石巻ベース、足立フレンドリーマラソン事務局、

ＭＳＰＪ天晴！東北・つながろう南三陸、一般社団法人震災復興支援協会つながり、一般社団法人

PSJ、式会社FIT-R健幸工房、株式会社 FUNKY FILMS、一般社団法人世界ゆるスポーツ協会、JLミ

ニストリー合同会社、特定非営利活動法人KIDS、一般社団法人スポーツボランティア協会、向日葵

設計、早稲田大学環境ロドリゲスRe-Cover、米工房 いわい、いわてレインボーマーチ、ろうちょ

〜会、放課後NPOアフタースクール 

 

【後援(前年実績)】宮城県、一般社団法人東北観光推進機構、仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会、公益社団法人

宮城県観光連盟、公益社団法人宮城県物産振興協会、宮城県酒造組合、日本酒サービス研究会・酒

匠研究会連合会(SSI)／特定非営利活動法人FBO、河北新報社、朝日新聞仙台総局、毎日新聞仙台支

局、NHK仙台放送局、TBC東北放送、仙台放送、ミヤギテレビ、KHB東日本放送、株式会社メディア

ボックス、株式会社大崎タイムス社、エフエム仙台、佐沼ロータリークラブ、佐沼ライオンズクラ

ブ、中田ライオンズクラブ、公益社団法人登米法人会 

 

【特別協力(前年実績)】迫リコー株式会社、石越醸造株式会社 

 

【 大 会 運 営 】ネオシステム株式会社 

 

【 種 目 】4月25日(土)：リレーマラソン(距離21km、2時間30分)、KIDSスマイルラン(約500m) 

4月26日(日)：フルマラソン(42.195km)、ハーフマラソン(21.0975km)、アシックス・トゥモロー

ラン(3km：中学生、高校生、2km：小学生高学年、1km：小学生低学年)、5km、親子

ラン(約500m) 

 

【 開 催 日 時 】2020年4月25日(土) 

10:00～ 受付開始(15:00まで) 

11:00 KIDSスマイルランスタート 

12:00 リレーマラソンスタート 

15:00 閉会式 

 

2020年4月26日(日) 

07:00 受付開始 

08:00 開会式 

08:15 アシックス・トゥモローラン1km 

08:30 アシックス・トゥモローラン2km 

08:55 アシックス・トゥモローラン3km 

09:30 フルマラソン(1分ごとのウェーブスタート) 

09:50 ハーフマラソン(1分ごとのウェーブスタート) 

10:10 親子ラン(午前の部) 

12:50 親子ラン(午後の部) 

13:05 5km 

15:30 閉会式 

 

【 会 場 】スタート会場・フィニッシュ会場共に長沼フートピア公園(宮城県登米市迫町) 
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【 コ ー ス 】・リレーマラソン: 長沼フートピア公園をスタート・フィニッシュとした約1.5kmの周回コース 

・フルマラソン：長沼フートピア公園から長沼を2周 

・ハーフマラソン：長沼フートピア公園から長沼を1周 

・KIDSスマイルラン、5km、アシックス・トゥモローラン、親子ラン：長沼フートピア公園をスター

ト・フィニッシュとした折返しコース 

 

【制限時間・参加費・定員・参加資格】 

 
リレーマラソン 

21km(※1) 
KIDSスマイルラン(※2) 

制限時間 2時間30分 30分 

参加費 
1チーム4～6人18,000円 

以降8名まで1名あたり3,000円追加 
1組2,000円 

定員 300チーム 50組100名 

参加資格 小学生以上の健康で完走可能な男女 障がいのある小学生以上と伴走者のペア 

※1.ハーフマラソンの距離(約21km)をたすきでつなぎ何分で走破できるかを競います。 

※2.KIDSスマイルランは招待制の種目です。参加希望の方は下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。 

 

 
フル 

マラソン 

ハーフ 

マラソン 
5km 

アシックス・トゥモローラン 親子ラン 

約500m 3km 2km 1km(※3) 

制限時間 6時間 3時間 45分 30分 20分 10分 15分 

参加費 8,500円 6,500円 
4,500円 

3,000円(※4) 

2,000円 

1,000円(※4) 

3,500円 

1,000円(※4) 

定員 1,500人 3,000人 500人 150人 150人 200人 250組500人 

参加資格 高校生以上の健康で完走可能な男女 
中学生 

高校生 

小学校 

高学年 

小学校 

低学年 

親子各1名 

(※5) 

※3.アシックス・トゥモローラン1kmは保護者の伴走可 

※4.Tシャツ無を選択の場合 

※5.子どもは小学生以下 

 

【 記 録 証 】完走者には当日記録証を発行 

KIDSスマイルラン、親子ランには当日完走証をお渡しいたします 

 

【 参 加 賞 】きき酒チケット、大会記念グッズなど 

※アシックス・トゥモローラン、親子ラン、KIDSスマイルランにはきき酒チケットはつきません。 

 

【 申 込 期 間 】2019年10月3日(木)17:00～2020年3月15日(日)23:59(入金先着順) 

 

【 申 込 方 法 】ランナー 

1．インターネット 

2．電話 エムスポエントリー（TEL：042-370-7431）宛にお電話ください。 

・電話申込みは、システム受付手数料に電話受付手数料500 円が加算されます。  

・電話受付前に誓約書がエムスポエントリーに届いている方のみ電話で受付をいたします。 

誓約書をお持ちでない方はエムスポエントリーに資料請求を行って下さい。資料は無料で

発送いたします。  

資料請求締切日 ：2020年3月5日(木) 

 【誓約書請求先・送付先】  
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〒206-0802 東京都稲城市東長沼3107番地の5 デ・リード稲城ステーションプラザ101号 

エムスポエントリー東北風土マラソン大会デスク  

電話番号：042-370-7431（平日10：00～18：00） 

ボランティア 

公式ホームページよりお申し込みください。 

 

【ナンバーカード等】・事前にお送りいたします参加案内には記録計測用のチップが同封されています。(リレーはたす

きに記録計測用のチップがついています)当日忘れずにお持ちください。 

・記録計測用チップ忘れによる再発行につきましては再発行手数料1,000円いただきます。 

・参加賞・大会プログラムについては以下の日程でメイン会場にて配布いたします。 

2020年4月25日(土)10:00～15:00 

2020年4月26日(日)07:00～15:30 ※フィニッシュ後の受け取り可 

 

【 宿 泊 】宿泊のお申し込みを受け付けております。近畿日本ツーリスト仙台団体旅行支店 東北風土マラソ

ン係(電話022-222-4141)へお問い合わせください。 

 

【 駐 車 場 】・駐車場はメイン会場の長沼フートピア公園周辺にご用意をする予定です。 

・お車は大会事務局が指定した駐車場へ駐車してください。長沼フートピア公園の駐車場へ駐車す

ることは出来ません。また、駐車場の希望や変更を承ることは出来ません。 

・各駐車場から長沼フートピア公園まではシャトルバスを運行いたします。(所要時間：約20分) 

・駐車場ご利用の場合は事前申し込みが必要となります。(有料:1台500円/ボランティアは無料) 

・駐車場の申込がない場合、お車を停めることができません。エントリー時にお申込みください。 

・駐車場の台数が限られているためご家族、ご友人での乗合での来場にご協力をお願いします。 

・4月中旬に駐車許可証を郵送にてお送りいたします。 

※同会場は日本酒フェスティバルも開催されます。飲酒される方の運転は固くお断りします。 

 

【 参 加 条 件 】 1)事前に健康診断を受けて健康と認められた方(健康診断は各自受診してください) 

2)各部門とも制限時間で完走できる方(制限時間で競技を終了します) 

3)申込規約に同意いただける方(個人及びリレーの場合はメンバーも含む) 

 

【 申 込 規 約 】 1)主催者は疾病やその他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。 

2)自己都合による申し込み後の種目変更(リレーの人数変更の場合は除く)、キャンセルによる返

金はできません。 

3)年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の出場(不正出場)は認めません。その場合、出場が取

り消されます。 

4)地震、風水害、降雪、事件、事故、疫病等による中止の場合、参加料の返金は一切行いません。 

5)前記又は、過剰入金・重複入金の返金は行いません。 

6)大会中の映像、写真、出場者氏名などのマスメディアへの掲載権と肖像権は主催者に属します。 

7)駐車場の利用には事前申込が必要なことを了承します。 

8)酒気帯びでの出走、運転を行いません。 

9)参加者の個人情報は東北風土マラソン実行委員会にて管理されること、および大会前・大会終

了後、東北風土マラソン＆フェスティバルに関する情報、スポンサー関連の情報をメールマガ

ジンや郵送物を通じてご案内する場合があることを承諾します。 

 

【 そ の 他 】主催者で保険に加入いたします。怪我などされた場合は適用内で対応いたします。 
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【ボランティア】・活動日時 

2020年4月25日(土) メイン会場・コース09:00〜15:00 

KIDSスマイルプロジェクト運営サポート09:00〜15:30 

2020年4月26日(日) メイン会場・コース06:00〜16:00 

2020年4月27日(月) 長沼クラブハウス08:00～12:00 

・定員 

2020年4月25日(土) 200名 

2020年4月26日(日) 600名 

2020年4月27日(月) 15名 

・申込期間 

2019年10月3日(水)17:00～2020年3月22日(日)23:59(先着順) 

・申込方法 

インターネット：http://tohokumarathon.com/ 

FAX：0220-52-4649 

・活動内容 

日にち 活動内容 活動時間(予定) 活動場所 

4月25日(土) 

メイン会場 

参加賞・大会プログラム配

布、会場誘導・美化、給水・

給食、スタート誘導、フィ

ニッシュ誘導、記録証発行 

09:00～17:30 長沼フートピア公園 

4月25日(土) 

メイン会場 

KIDSスマイルプロジェク

ト運営サポート(※1) 

09:00〜15:30 長沼フートピア公園 

4月25日(土) 

コース 

コース管理 11:00～15:30 コース 

4月26日(日) 

メイン会場 

参加賞・大会プログラム配

布、手荷物預かり・返却、

更衣室管理、給水・給食、

スタート誘導、フィニッシ

ュ誘導、記録証発行 

06:00～17:00 長沼フートピア公園 

4月26日(日) 

コース 

コース管理、給水・給食 08:00～16:00 コース、各給水所 

4月27日(月) 

長沼クラブハウス 

大会備品・施設の後片付け 

(※2) 

08:00～12:00 長沼クラブハウス 

※1.KIDSスマイルプロジェクトの運営補助として、ご参加の障害者の方に寄り添い、そのご要

望に合わせてラン（500m）の伴走、会場内での活動や食事のサポートなどを行なってい

ただきます（事前に追加説明、追加質問等させていただきます）。 

※2.26日(日)の宿泊につきましては大会にて手配いたします。 

・待遇 

スタッフTシャツ、軽食支給 

・申込条件 

開催日時点で小学生以上の方。 ※小学生は保護者の方も一緒にお申し込みください。 

・宿泊所について 

・遠方からご参加いただくボランティアの方に無料宿泊所をご用意する予定です。公民館や体

育館など簡易的なものになりますので予めご了承ください。 

・なお、宿泊所までの交通手段、宿泊所でのアメニティー、食事等は各自ご用意ください（近

くにコンビニ等がないことも予想されます）。 
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・宿泊所をご利用の場合は事前申し込みが必要となります。お申し込みがない場合は宿泊する

ことはできませんので、必ずお申し込みください(先着順)。 

・ボランティア宿泊所は前泊としてのご利用を想定しております。後泊でのご利用はお断りす

る可能性もございますので、予めご了承ください。 

【ボランティアサポーター】・ボランティアサポーター募集について 

大会をサポートしていただくボランティアサポーターを募集しております。大会サポートを楽

しみながらランナー、ボランティア、地域の方々を盛り上げていきましょう。 

・ボランティアサポーターの活動 

東北風土マラソンが考えるボランティアサポーターとは、大会スタッフとボランティアをつな

ぐ役割です。集合と出欠の確認、配置・休憩・活動終了の指示などを主にお任せしたいと思っ

ております。また、活動終了後かんたんなアンケートにお答えいただき次回大会の参考にした

いと思います。 

※その他直接お願いすることもあるかと思いますが柔軟にご対応ください。 

・応募資格 

スポーツボランティアに参加したことのある方 

・その他 

・ボランティアサポーターとして活動していただく方にはボランティア募集締め切り後にメー

ルにてご連絡いたします。info@tohokumarathon.comを受け取れるよう設定を見直してくだ

さい。 

・応募者多数の場合はお断りさせていただく可能性もございます。予めご了承ください。 

・ボランティアサポーターの活動については、お申込み時の情報をもとに事務局にて決定いた

します。 

 

【お問い合わせ先】エントリー、駐車場に関するお問い合わせ 

エムスポエントリー東北風土マラソンデスク 042-370-7431 

 entry@mspo.jp 

ボランティアに関するお問い合わせ 

東北風土マラソンボランティア担当 info@tohokumarathon.com 

 

交通・ツアーに関するお問い合わせ 

近畿日本ツーリスト仙台団体旅行支店 東北風土マラソン係 022-222-4141 

 

メディア掲載、協賛に関するお問い合わせ 

東北風土マラソン＆フェスティバル2020 実行委員会 info@tohokumarathon.com 


