
選手受付、キッズランニング教室受付 　【ダンスパフォーマンス】中部大学ダンスサークル「フラットライン」
オープニングアクト【書と太鼓のコラボレーション】
開会式
スタート位置集合
リレーマラソン　スタート　　【ファンファーレ】中部大学シンフォニックバンド
　(9:30 ～ 　キッズランニング教室）
リレーマラソン　終了　　【ミニライブ】#招福ハレルヤ
閉会式・表彰式
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■ 開催スケジュール

【主催】絆マラソン実行委員会　  愛知県春日井市柏原町 1-88 ネットクラフト有限会社内
　　　　　TEL:050-3594-1287　   ホームページ  http://kizuna-marathon.jp   　メール  info@kizuna-marathon.jp

■協賛・後援・協力各社、絆サポーターの皆様（敬称略）
【協賛】大和エネルフ株式会社、株式会社ジェイエスティ、株式会社エスワイフード、統計分析研究所 株式会社アイスタット、
イワクラゴールデンホーム株式会社、MCMのめぐみ株式会社、株式会社やぶやグループ、大泉寺温泉 福の湯、
株式会社モンシェル、株式会社清水屋、株式会社下原水道工務店、有限会社孝東、走る調律師レオ、有限会社服部工務店、
有限会社花、株式会社水徳、BEST style、interlaken、株式会社ＫＰＳ、株式会社春日井マルカ陶業、タイガー魔法瓶株式会社、
パティスリーメリ・メロ、株式会社ミックオプチカル、有限会社 丸志げ陶器
【絆サポーター（個人協賛）】長谷川健二 、原こまき、松本東喜雄

【後援】春日井市、春日井市教育委員会、一般社団法人春日井市観光コンベンション協会、春日井商工会議所、
春日井市商店街連合会、春日井ライオンズクラブ、公益社団法人 春日井青年会議所、
公益財団法人 春日井市スポーツ・ふれあい財団、NPO法人ビタショコ、NPO法人 PEACE RUN、
一般財団法人ラン・フォー・ピース協会、中日新聞社

【協力】マジオドライバーズスクール春日井校（会場コース提供）／中華料理 四川、わしょく屋（送迎バス協力）／
春日井市民球場、明知公民館（駐車場協力）／ビタショコ 春日井コミュ（スタッフ協力）　

春日井絆マラソン 2019   ～全力応援～

■ 開催場所
マジオドライバーズスクール春日井校
愛知県春日井市明知町 230-1
http://www.magionet.co.jp/kasugai/

コース詳細は裏面をご覧下さい

自分のチームだけではなく、選手はすべての選手を応援し、
またスタッフも全力で応援する「日本一和気あいあいとした大会」を目指しています！

ぼくたちも
応援するよ！

書のまち春日井
マスコット
キャラクター
「道風くん」

春日井の
ローカルヒーロー
「カスガイガー」

秘忍者
 「ジミー・ハットリ」



春日井絆マラソン　開催趣旨
2011 年 3 月 11 日、東日本大震災発生。震災から 8年経ちながらも、いまだに復興できていな
い現実。そして 2016 年には熊本地震、2018 年にも相次いで自然災害が発生いたしました。災
害大国日本に住んでいる私たちはいつ被災者になるかもしれません。
当大会では、特に弱者である子どもたちを支援する事を目的とし、必要経費を除いた金額を毎年
寄付しております。
ご参加いただいたランナーの皆様、ご協賛いただいた皆様、そしてボランティアスタッフの皆様。
ご協力くださった全ての皆様に心より感謝申し上げます。

絆マラソン実行委員長　波多の明翠

大会の運営経費を除いた収益金及び RUN×10 運動の義捐金は、東日本大震災の被災地・福島の子どもたちを支
援している春日井の団体「雨にも負けずプロジェクト」、東日本大震災で親を亡くした子ども達の進学を支援し
ている「みちのく未来基金」、そして世界の自然災害に遭った子どもたちを支援している「いのち・未来貯金箱」
に寄付をする予定をしております。

【過去の寄付金額】
（第１回）５２８，０００円（寄付先：南三陸町志津川ライオンズクラブ、雨にも負けずプロジェクト）
（第２回）６７３，０００円（寄付先：南三陸町志津川ライオンズクラブ、雨にも負けずプロジェクト、with 基金（ネパール地震復興支援））
（第３回）７２２，４９２円（寄付先：みちのく未来基金、いのち・貯金未来箱、雨にも負けずプロジェクト、熊本地震被災地へ支援物資）
（第４回）７６８，０００円（寄付先：みちのく未来基金、いのち・貯金未来箱、雨にも負けずプロジェクト）
（第 5回）８２４，０００円（寄付先：みちのく未来基金、いのち・貯金未来箱、雨にも負けずプロジェクト）

大会を盛り上げてくれるゲストの皆さん

■書と太鼓のコラボ（パフォーマンス） 

■ゲストランナー：
アドヴェンチャー・ランナー   高繁勝彦
NPO法人PEACE RUN 代表。「PEACE RUN 世界五大陸
4万キロランニングの旅」に取り組み中。2010・12年
日本縦断、2011年アメリカ大陸横断、2013～14年オー
ストラリア大陸横断、2014年～15年ニュージーラン
ド縦断、2016 年西ヨーロッパ７ヵ国走破。現在は
「ヨーロッパランニングの旅 PART2」を計画中。

■キッズランニング教室コーチ：  
らんらんランニングコーチ   和田真人
初心者向けランニング教室や名古屋ウィメンズマラ
ソン完走プロジェクトなどで走る楽しさを伝えてい
る。「パリ～ダカールラリー」のリタイヤから 15年、
同じ砂漠のサハラマラソンを完走。 2017 年はアタカ
マ砂漠マラソンを完走。春日井市在住。

■準備体操  ：  稲垣寿美恵
国際的なウルトラマラソンランナー。2010 年スル
ジェール 48 時間走を世界記録で優勝、2010～2015
年の6年連続でフィンランド24時間走優勝、ハンガ
リーの 6 日間耐久ウルトラマラソンでアジア女性第
1 位 & 日本記録更新、と様々なレースで輝かしい記
録を残している。春日井市在住。

■司会 ：  とみた純子
フリーアナウンサー。専門学校での英語講師やイベ
ント・式典などでの日英司会、また「匂わない優し
いネイル」をライフワークにしている
https://www.facebook.com/nagoyatomitajunko/

■大会盛り上げ隊長 ：  Mr. ヤギック
ある時は八木木箱の社長、またある時はなぞのマジ
シャン！？全国各地でがんばっている人を知れば応
援し、困った時には心優しい凄腕相談役として手腕
を発揮！春日井市在住。

太鼓  ：  転輪太鼓  打激士  國分入道光雲

走る書道家。 当「絆マラソン」の発案、及び実行委
員長。東北復興を願い、2012 年「日本一周一筆書
きマラソン」を達成。その後も定期的に東北の被災
地を走って訪問している。2018 年「本州縦断フッ
トレース 1521 キロ」女性初完走。春日井市在住。

書：  波多の明翠

転輪太鼓代表。東日本大震災の支援活動として、リ
ヤカーに和太鼓を積み春日井市から岩手県陸前高田
までの 1000 キロの道のりを踏破、応援太鼓で被災地
に勇気と希望を送った。又指導する太鼓チームはさ
まざまなコンテストで日本一を獲得。海外の演奏活
動は１3か国となり、春日井から世界のエンターテー
メントを目指して全力前進中！

■ミニライブ：  ＃招福ハレルヤ
90年代をそれぞれメジャーで活動していた三人の
アーチストが紆余曲折さまざまな経験を積み重ねた
のち 2018 年秋に結成。50代半ばにして本気で世界
進出を企む超オメデタ POPユニット。
自分たちの活動を【世楽し～YOTANOSHI～活動】
と称し全国各地、世界各地へ出没中！！



ゼッケン チーム名 代表者名 人数 ゼッケン チーム名 代表者名 人数

1 木村家 木村  巧 2 54 アイLOVE平成！ 今枝 篤志 6

2 あこべ～ず 都築 亜希子 2 55 シルクロード爽 昌山 秀隆 6

3 アイコとマキコ 兼松 藍子 2 56 シルクロード快 昌山 秀隆 6

4 早朝チーム 松橋 忠彦 3 57 和気藹々2 荒木 正和 7

5 春日井ふれあい緑走隊 石田 義和 3 58 ランナーズハイ２ 平林 法彦 7

6 ハロクライン 三橋 修一 4 59 チームすー。（ヒデ） 平野 英利 7

7 サウンドマイルズM 平尾 奈々 4 60 第三エンジェル 赤池 早央里 7

8 コロニーランナーズ 黒崎 とし子 4 61 ちーむあつおB 横井 浩孝 7

9 WINNERS-1 井澤 貴雅 4 62 さかなやへべれけチーム 八木 勇達 7

10 尾張旭ランニングクラブ-G 岩崎 真哉 4 63 さかなやよいどれチーム 八木 勇達 7

11 尾張旭ランニングクラブ-X 岩崎 真哉 4 64 るんるんランナーズ 坪井 繁和 8

12 Team M.I.T 横瀬 武夫 4 65 チームレオさん 原  こまき 8

13 あいち骨髄バンクを支援する会 鳥居 晴彦 4 66 ランナーズハイ１ 平林 法彦 8

14 TIS fast fast 朝比奈 史子 5 67 TamariBaクリエイターず１ 浦田 春美 8

15 TIS P2Y 朝比奈 史子 5 68 TamariBaクリエイターず２ 浦田 春美 8

16 TIS Joy Joy 朝比奈 史子 5 69 interlaken パンサー 小池 英樹 8

17 TIS Run Run 朝比奈 史子 5 70 チームすー。（いく） 小川 郁子 8

18 ナガケン・ゴールド 橋本 尚典 5 71 エコちゃんずB 田口 将司 8

19 ナガケン・スーパー 橋本 尚典 5 72 チーム「えいえむえす」 山田 高裕 8

20 サウンドマイルズH 平尾 奈々 5 73 チームワンダー 佐藤 正幸 8

21 ルギメロチン Ａ 池平   薫 5 74 team MMTJ 細野 正美 9

22 ルギメロチン Ｂ 池平   薫 5 75 和気藹々1 荒木 正和 9

23 ルギメロチン C 池平   薫 5 76 天使みつばち 鈴木 香津幸 9

24 ルギメロチン D 池平   薫 5 77 ハムちゃんず 太田 文生 9

25 SRランナーズ C 寺田 匡輝 5 78 ランジョグ中部ＹＵＲＵ 石川 一人 9

26 FOROURS1 岩井 由美子 5 79 ランジョグ中部仮装Ｚ 石川 一人 9

27 FOROURS2 岩井 由美子 5 80 ランジョグ中部仮装Ｘ 石川 一人 9

28 FOROURS3 岩井 由美子 5 81 ランジョグ中部ＧＡＣＨＩ 石川 一人 9

29 FOROURS4 岩井 由美子 5 82 チームすー。（はる） 佐野 治子 9

30 FOROURS5 岩井 由美子 5 83 エコちゃんずA 田口 将司 9

31 WINNERS-2 井澤 貴雅 5 84 エコちゃんずC 田口 将司 9

32 チームそだち 才木 律恵 5 85 エコちゃんずＤ 田口 将司 9

33 ＣＲＴ 村瀬  敦 5 86 NGK WINGS 壇  陽子 9

34 コマランブラック 池田 敬太郎 5 87 お先に失礼? 中山 八千代 9

35 コマラン ブルー 池田 敬太郎 5 88 ぐるぐるMONKEYS 木村 葉里子 9

36 コマラン ピンク 池田 敬太郎 5 89 ぷらすえふ 長野 正章 10

37 ちーむあつおA 潟見 正志 5 90 プラスエフ 長野 正章 10

38 チームマイペースA 鳥居 晴彦 5 91 日本空手道不動会　稲口、宮町支部 家田  守 10

39 チームマイペースB 鳥居 晴彦 5 92 稲口町青壮年会 中島  清 10

40 絆チーム 高繁 勝彦 5 93 チーム大西 大西 喜隆 10

41 TIS P2K 朝比奈 史子 6 94 コンサートグループ「花の詩」 鈴木 たか子 10

42 らんばかとその仲間達？ 新井 義治 6 95 KK BONDS 安立  司 10

43 チーム大一 大山 祐一 6 96 士業研 渡辺 尚美 10

44 裸足RC★豊田支部 兼子 実加 6 97 名古屋VSクラブ 平口 栄基 10

45 裸足RC★名古屋支部 兼子 実加 6 98 interlaken カンガルー 小池 英樹 10

46 裸足RC★三河支部 兼子 実加 6 99 interlaken コアラ 小池 英樹 10

47 SRランナーズ A 寺田 匡輝 6 100 サンタラン名古屋 赤堀 朋之 10

48 SRランナーズ B 寺田 匡輝 6 101 鷹64会 高屋 英史 10

49 SRランナーズ D 寺田 匡輝 6 102 チームすー。（ちか） 小田 智佳子 10

50 アミーズ 土井 淑江 6 103 Team YABUYA 谷口 史泰 10

51 3%の会 ガチンコ名古屋 山田 竜二 6 104 チームいつき 西田 麻矢子 10

52 3%の会 エンジョイ名古屋 山田 竜二 6 105 大和エネルフチーム 稲垣 勝彦 10

53 アミメン 太田 みずき 6 106 マジオドライバーズスクール春日井校 松田  勝 10

第６回　春日井絆マラソン2019　出場チームリスト



【コースについて】
（１）スタートは、追い抜きや混乱を避けるため、走力順（自己申告）にお並び下さい。
（２）案内表示やカラーコーンに従って、コース左側を走行してください。
（３）タスキの受け渡しは、リレーゾーンで行ってください。
（４）リレーゾーンは、次に入る選手のみが入れます。
　　  それ以外の選手・チームは、応援エリアで待機してください。
（５）急カーブや曲がり角、坂道など、テクニカルなコースです。気を付けて走行してください。
（６）応援エリアの往来時、コースを横切ることがある場合は、
　　  ランナーの走行の妨げにならないよう、係の指示に従って横断してください。

【ゼッケン・計測について】
（１）ゼッケンは、ウェアの前身につけてください。
（２）タスキについたチップで計測します。必ずタスキをリレーしてください。
（３）11 時 30 分にフィニッシュの号砲が鳴りますが、周回数＋ゴールタイムで
　　  順位が 確定しますので、途中で走るのをやめず、最後（計測地点）まで走りきってください。
（４）タスキ（チップ）はマラソン後、必ずご返却ください。
　　  返却のない場合は実費（4000 円）をご請求させていただきます。
（５）システム上、計測不能となる可能性もありますので、ご了承ください。

【その他】
（１）大会本部横にセルフエイド（ウォーターサーバー）があります。十分水分をとってください。
（２）トイレと女子更衣室は、教習所校舎１階をご利用ください。
（３）荷物・貴重品は、チームや各個人で自己管理してください。ごみは必ずお持ち帰りください。

教習所校舎
（トイレ・女子更衣室）

リレーゾーン

通過コース
スタート

計測・
ゴール
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コースＭＡＰ・注意事項


