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女性が 4,000 人、表参道を走る。

2011 年 3 月 6 日（日）

NEW

協賛・協力各社紹介
サブイベント情報
早春の表参道を、4,000 人の女性ランナーが駆け抜けるという、華やかで健康美にあふれるランニン
グイベント『渋谷表参道 Women’s Run』
（大会名誉会長／桑原敏武渋谷区長）
。本リリースでは、出場する
女性ランナーたちを応援し、大会全体を盛り上げてくれる協賛・協力各社をご紹介します。また、大会
当日のサブイベントも、内容が続々決定！

レースに参加しなくても、渋谷表参道という街そのものを

楽しめる、さまざまな仕掛けがいっぱいです。

【協賛会社】

フードコレクション出展

※予定

大会参加者へ向けての配布サービスとして展開する「フードコレクション」
女性なら目がないフルーツ、スイーツをはじめ、
身体も心も温まるフード＆ドリンクなど、
バラエティ豊かなラインナップに、ご注目ください。
キユーピー
アサヒ緑健
東急グループ
日本野菜ソムリエ協会
ベニーレ ベニーレ
ハレノヒ／とらや／さくらんぼいちご／ACOT・TREFLES（アコット・トレフル）

販売ブース出展
大会参加者だけでなく、
来場者も利用可能なサービスとして展開する「販売ブース」
フードの販売だけでなく、体験展示など、
来場すれば誰でも楽しめる、充実ぶりです。

日本を代表するファッションの発信地「表参道」と、歴史と自然を兼ね備えた「明治神宮」内を、
4,000 人の女性ランナーが走るという、過去に類を見ないランニングイベント『渋谷表参道 Women’s
Run』
。ぜひ当日ご取材いただき、貴社媒体にてご紹介くださいますよう、何卒よろしくお願い申し
上げます。

メインステージスケジュール

※予定

8:00～8:10 ウォーミングアップ
8:30 女子 10km スタート
9:00～9:20 ダンスショー
9:40～10:00 表彰式（総合 1～6 位）
10:05～10:25 トークショー（ゲストランナー）
10:30～10:35 アシックス Presents! RUN ファッションショー
10:40～11:10 クリニーク ビューティ レッスン
11:20～11:25 アシックス Presents! RUN ファッションショー
11:40～12:10 抽選会
12:20～12:40 よさこいダンス
13:00 イベント終了
※内容、時間は予告なく変更する場合がございます

大 会 スケジュール
●前日／3 月 5 日（土）
13:00～17:00 前日受付（ナンバーカード引換）

※予定

受付場所：表参道まちかど庭園

●当日／3 月 6 日（日）
6:30～各種目スタート 30 分前まで
当日受付（ナンバーカード引換）
受付場所：代々木公園内けやき通り特設受付会場
8:30 女子 10km スタート
8:40 キッズラン 2km スタート
8:50 キッズラン 1km／ファミリーラン 1km スタート
9:40 表彰式
13:00 イベント終了
※スケジュールは予告なく変更する場合がございます

大会公式サイト
http:// womensrun.jp
新着情報は、随時更新！
twitter #womensrun

<本件に関するお問い合わせ先>
株式会社アールビーズ・渋谷表参道 Women’s Run 大会事務局
PR 担当：杉本／TEL：03-5771-7905 sugimoto@runners.co.jp
※次回のプレスリリースは 3 月 1 日（火）配信予定です

大 会 要 項
●大

会

名：渋谷表参道 Women’s Run（しぶやおもてさんどう ウィメンズラン）

●開
●開

催
催

日：2011 年 3 月 6 日（日）
地：東京都渋谷区
（メ イ ン 会 場） 代々木公園 B 地区野外ステージ周辺
（コ ー ス） 代々木公園 B 地区→表参道→明治神宮→参宮橋
→NHK 周辺道路→代々木公園 B 地区

●競技カテゴリー・参加料
種目
女子 10km
（制限時間 80 分）

カテゴリー
・総合表彰 1～6 位
・年代別

参加料
5,000 円／人

16～19 歳、20～24 歳、
以降、5 歳刻み

ファミリーラン 1km
キッズラン 2km・1km
●主

総合表彰 1～6 位
総合表彰 各 1～6 位

1,000 円／ペア
500 円／人

催：渋谷表参道 Women’s Run 実行委員会

（構 成 組 織：渋谷区陸上競技協会・原宿表参道欅会、神宮前地区町会連合会、
一般財団法人アールビーズスポーツ財団）
●共
催：渋谷区教育委員会
●後

援：渋谷区、一般社団法人渋谷区体育協会、社団法人東京陸上競技協会

●協

賛

アシックス、アミノバイタル、クリニーク ラボラトリーズ、日本マクドナルド、
キユーピー、アサヒ緑健、東急グループ、WIRED CAFÉ<>FIT
●協 力 団 体
明治神宮、日本放送協会、渋谷消防署、渋谷区医師会、東京都公園協会、渋谷区体育指導委員
連絡協議会、東急バス、京王電鉄バス、フジエクスプレス、東京都交通局、千駄ヶ谷地区町会
連合会、初台地区町会連合会、大向地区町会連合会、渋谷区商店会連合会、渋谷区コミュニテ
ィスポーツ・レクリエーション協会、渋谷区トライアスロン連合、NPO 法人 greenbird、一般
社団法人ランガール、日本アムウェイ、日本野菜ソムリエ協会
●定
員 ※定員に達したためエントリーは締め切りました
女子 10km4,000 名、ファミリーラン 150 ペア、キッズラン 300 名
●参 加 資 格
10km／1995 年 4 月 1 日以前に生まれた女性
ファミリーラン 1km／小学生とその親
キッズラン 2km・1km／小・中学生

2011 年 2 月 23 日

取材に関してのお知らせ
報道各位
平素は格別のご厚情を賜り、深く御礼申し上げます。
『渋谷表参道 Women’s Run』取材に関しまして、詳細および申請方法をお知らせいたします。以
下ご確認の上、取材をご希望の場合は必ず事前にご申請くださいますよう、何卒よろしくお願い申
し上げます。
<取材申請・お問い合わせ先>
株式会社アールビーズ
渋谷表参道 Women’s Run 大会事務局
PR 担当：杉本
sugimoto@runners.co.jp
TEL.03-5771-7905
FAX.03-3405-8454

<取材申請について>
1.大会当日、取材を希望
「取材申請書」に必要事項をご記入の上、3 月 2 日（水）までに上記申請先へメールもしくはファ
クスにてご返送願います。
大会当日、会場内本部「プレス受付」へお越しください。プレス章をお渡しします。
2.大会当日、取材は行わずに、後日プレスリリース配信のみ希望
大会レポートのプレスリリースは、3 月 9 日（水）配信予定です。
「プレスリリース配信依頼書」に必要事項をご記入の上、上記申請先へメールもしくはファクスに
てご返送願います。

<大会当日の流れ>
受付場所：大会会場内本部「プレス受付」
受付時間：午前 7:00～8:30（女子 10km スタート）

<取材上のご注意>
当日は、運営を安全かつ円滑に行うために、取材に関しまして以下ご協力のほど、よろしくお願い
申し上げます。
●プレス章は、はっきり見える位置につけ、取材を行ってください。
●ランナーの安全確保のため、
「撮影可能エリア」を設けさせていただきます（詳細は別途、ご案
内）
。決められたエリア外での取材、撮影は禁止となりますので、ご了承ください。
※表参道の歩道橋（3 カ所）上は、レース時間内はすべて「取材撮影禁止」となります（事務局の
代表取材のみ許可）
。
※「明治神宮」内での取材撮影は、厳禁です。
●大会当日、会場およびコース周辺は、交通規制が敷かれます。規制内容に沿った上での取材活動
をお願いします。

株式会社アールビーズ
PR 担当／杉本

行き

TEL.03-5771-7905

－３
FAX

４０５－８４３５（担当：藁科、高橋）
03-3405-8454

2011 年 3 月 6 日（日）
取材申請書
締切：3 月 2 日（水）
貴社名：
貴媒体（番組）名：
ご来場人数：編集・ライター
名 ディレクター
名
カメラマン（スチール or ムービー いずれかに○）

名

代表者芳名：
ご住所：〒
TEL：

FAX：

e-mail：
※誠にお手数ですが、

3 月 2 日（水）までにご返信くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社アールビーズ
PR 担当／杉本

行き

TEL.03-5771-7905

－３
FAX

４０５－８４３５（担当：藁科、高橋）
03-3405-8454

2011 年 3 月 6 日（日）
プレスリリース配信依頼書
貴社名：
貴媒体名：
芳名：
ご希望の配信方法（いずれかにチェックをお願いします）
□FAX
<FAX NO. >
□e メール <アドレス>
ご住所：〒
TEL：

※配信予定日は 3 月 9 日（水）です

