
2019年5月8日（水）
ランネット・大会事務局必着 共に

昔なつかしのパン食い競走！
　　　　　　タイム（周回数）ではなくパンの獲得数をチームで競います。

受付時間
9:15

11:00

仮装ランナー

大歓迎っ！！

2019

5月26日
（日曜日）

※画像は姉妹大会のラグーナ
   ビーチの集合写真です。

参加賞
ショッピングトートバッグなど）

（オリジナルマグカップ・ソーサー
パン・パンに関するグッズ

de パン GET!!
( 小学生以下・付き添い
　のお子様も対象です。)

開会式にて案内します

輪投げ

ぬり絵

お絵描き

コーナー

総合成績には反映されません
ある特定の曲が流れると！？

スペシャルチャンス！！
獲得個数が？？倍に！！
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パン食いの際、1度口につけたものは必ず獲得してください。
袋入りパンを洗濯バサミで取り付けます。

注意点 1
注意点 2

タスキの受け渡しの際は、

必ず口にパンをくわえて

行ってください。

（受け渡しはタスキのみです。）

パンの獲得個数をチームごとに競い合います。1周ごとにパンをひとつ獲得。パンには当たりクジがついており
1～5個ボーナス特典 !! （ハズレも有り）

目指せ！

100個ゲッ
ト！

A、 タスキリレー後、獲得したパンと札についてある個数を、専門スタッフに報告していただきます。
　　（開会式にて詳しく説明を行います。）

Q3　パンの数はどうやってカウントする（数える）のですか。？

A、みんなが楽しめるように色々工夫してます。ぶら下がってるパンの袋にチャンスカードが
     付いています。そのチャンスカードの内容によっては、パンを多く獲得出来る可能性が
     あります(^^)。パンを大量GETでき、一発逆転のチャンスがあるかも？！その逆もありますが…

Q2　単純に走力があって周回数が多いチームが有利なのですか？

A、基本、一周毎に袋入りのパンを取っていただき、チームで集めて、最終獲得数で順位を決定
     しますので食べません！そしてお持ち帰りしていただきます(^^)
     でもお腹が減ったら食べてもOKです！！（獲得したパンは申告・別途Q3にて説明あり）

Q1　そんなにパン食べれません！

Q4　大人が多い方が有利なの？
A、 走力の劣る小学生以下のお子様に向けたKidsイベントを準備しております。
　 当日に詳しくご説明いたします。
     ※付き添いのお子様には、成績には反映されませんが輪投げ・ぬり絵で獲得した
　　 パンはお持ち帰りいただけます。

Q5　パン食い競走でのリレーマラソンってどんなの？
A、 1 人 1 周 1.5 km ごとに次走者にタスキリレーを行います。
     （1 人が走る回数は各チームにお任せします。）
     ※タスキの受け渡しの際は、必ず口にパンをくわえて行ってください。（受け渡しはタスキのみです。）

Q6　パン食いゾーンはどこにあるの？
A、 リレーゾーン手前 25mを予定しています。（天候・参加人数で変動あり）

宗教・政治色の強いものはご遠慮ください。
手に物を持って走る場合は、
先のとがってない物（長さ50cmまで）でお願いします。

仮装ランナー

大歓迎っ！！

パン食いリレー
インスタ・ヤフー他
パン食いリレーで検索！

関連大会の様子はコチラ

パン食い de リレーマラソン

Check!
#パン食い deリレーマラソン



タスキの受け渡しの際は、

必ず口にパンをくわえて

行ってください。

（受け渡しはタスキのみです。）

パンの獲得個数をチームごとに競い合います。1周ごとにパンをひとつ獲得。パンには当たりクジがついており
1～5個ボーナス特典 !! （ハズレも有り）

目指せ！

100個ゲッ
ト！

運営面充実のため、
先着200チームにて〆切ります。
ランネットからのエントリーが優先
となりますので、ご注意ください。

500 m親子ペア3時間リレー(4～10人 )

第1回 パン食い de リレーマラソン in つま恋リゾート彩の郷
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仲間や家族、社内外レクリエーション etc.. パン食い FUN RUN ！

コース

注意点 親子ペアは計測・表彰・完走証の発行はありません。

主　　催  : ランインフォ/ウィンドアップ
後　   援  : K-mix
特別協賛  : 掛川アンデルセン / 渡辺金属工業
協　　力  : HMIホテルグループ つま恋リゾート 彩の郷
期　　日  : 2019年5月26日（日）
開催場所  : つま恋リゾート 彩の郷　〒436-0011 静岡県掛川市満水2000
受付会場  : つま恋リゾート 彩の郷サーキット特設会場
受付時間  : 9:15 ～ 11:00（各種目にあわせて受付）   開会式  : 11:20
競技種目  : 500m親子ペア／3時間リレー(4～10人混成可)
定　　員  : 500m親子ペア100組／3時間リレー 200チーム
表彰対象  : 3時間リレー３位まで (タイムではなくパンの獲得個数)※別途証明有り
出場資格  : （個人） 各種目競技種目に準ず。
　　　　　 （リレー） 小学生以上の健康な方　※男女混成可
申　　込  : 所定の参加申込書に必要事項を記入、捺印の上、現金書留もしく
　　　　　 は定額小為替を添えて指定の申込住所へ郵送して下さい。 
　　　　　 ※お申込・郵送先・お問合せ参照。
申込締切  : 2019年5月8日(水) 
　　　　　 ランネット〆切・大会事務局〆切
記　　録  : パンの獲得数を競う大会ですので、計測はございません。

注意事項
1) 競技中に発生した事故、トラブルについては、本人の責任において処理解決して下さい。
    怪我等に関しては主催者が加入する1日保険範囲内で対処しますが、以後一切の責任は
    負いません。

4) お申し込み後の返金にはお応え致しかねますので、あらかじめご了承下さいますよう、
    宜しくお願い致します。

5) 当日受付をされない場合、後日の参加賞の送付は行いません。予めご了承下さい。

8) 参加者は本大会中に撮影された写真や映像は、主催者に帰属するのを認めているものとします。

2) 申込締切後、参加通知ハガキを大会の1週間前までに郵送致しますので当日必ずご持参
    下さい。参加賞・No. カード ( ゼッケン )とお引き換え致します。

3) 貴重品の紛失・盗難については主催者は一切責任を負えません。できるだけ持ってこない
    ようにして下さい。会場には貴重品を預かる場所はございません。

7) 台風などの自然災害による不測の事態が生じた場合、大会事務局などの判断により
    大会を中止する事がございます。その際、参加料の返金はございませんので。あらかじめ
    ご了承下さいますよう、宜しくお願い致します。中止に関するご案内は、前日の20時ごろ
　 もしくは大会当日朝の6    時頃にはランインフォのHP (http://www.runinfo.jp) にて
ご案内の予定です。

6) 雨天決行ですが、悪天候の場合は公園の施設側、主催者側には雨天をしのぐ機材等は
    ございませんので、各自で準備願います。

＜競技について＞
つま恋リゾート 彩の郷サーキットに隣接した1周1.5Kmの特設コースを走ります。パン食いリレーの部は仲間といっしょにタスキリレーでパンの総獲得数を競い合う大会です。
一人1周走ってからタスキの受け渡し（バトンタッチ）を行ってください。
順番、出走回数はチームで自由に決めてもらって結構です。タスキの受け渡しの際は、必ず口にパンをくわえて行ってください。（受け渡しはタスキのみです。）

小学生から普段運動不足気味な方まで 参加しやすい 1周 1.5km コースの周回を予定

1周1.5 k m予定

3 時間リレー 3時間1人￥3,90012:00男女小学生以上 (4～10 人 混成可 )

500 m( 予定 ) 10 分￥1,50011:00

パン食いゾーン　
安全確保のため第 1走者のみ 2周となります。注

3時間リレー
（1周1.5km予定）

パン食いゾーン
パン引取り所 パン申告所

サーキット外
特設コース
（当日案内）

スタート
ゴール
中継所

参加者待機スペース

親子ペア 500m

パン食いゾーン

スタート
ゴール

参加者待機スペース

入場後すぐに参加者用駐車場（７００台）

正面北ゲート順路
※詳しくは案内ハガキにて

駐車場
北正面ゲート
（700台）

駐車場
北正面ゲート
（700台）
参加者特別価格
￥500必要です


