ム。
ン馬求
チャレ

絶対王者

競争馬のみなさん︒

我らにデカイ馬顔させて い い ん で す か ？

五連覇されるのを︑ただ 蹄 を 咥 え て

タケヤマテイオウ

見ているだけでいいんで す か ？

四連覇王者

我らはいつでも出走準備 は で き て い ま す ！

阻止するのは誰だ？
ダート王君臨

タケヤマテイオウ
四連覇達成！

★ココがすごいぞ！ダートラン！

①競馬場のダートコースを走れる本格的なレースは船橋が元祖！
②駅伝はスターティングゲートからスタート
③ニックネーム（フナバシテイオーなど）はゼッケン、出走表で見れる！
④ウイナーズサークルではワクワクのレース実況中継やステージショー
⑤個性あふれる仮装も大歓迎！
⑥会場内では魅力いっぱいの催し（物販・飲食ブース多数）

5 連覇に挑む
ダートレース体験 （1200m）

復活

元祖

第8回 船橋競馬場
ダートランニングフェスタ
ダートラン

2019年10月12日（土）開催
お問い合わせ：チームふなばし 88（はちはち）
Email：info@keiba-run88.com 大会 WEB サイト：http://keiba-run88.com /

申し込み締め切り 8 月 31 日 ( 土 )

エントリーは「スポーツエントリー」と「RUNNET」から。
※今年度の種目は「ダート駅伝」のみとなり、個人レース「1200m
ダートレース」は開催いたしません。

第 8 回 船橋競馬場ダートランニングフェスタ
②ダートレース体験（1,200ｍ）スタート

フェスタ要項

①19km ダート駅伝
スタート & ゴール

1. 開催日：2019 年 10 月 12 日（土）
※雨天決行
2. 会場：船橋競馬場ダートコース（外コース・内コース）
3. 開門（入場開始）:10 時 30 分から
4. 競技部門：①19km ダート駅伝・②ダートレース体験（1,200m）

GOAL

スタンド

①19km ダート駅伝

②ダートレース体験（1,200m）
11 時 45 分（最大 18 名で順次出走）

1）スタート

11 時 45 分（男子・男女混成（女子のみ含む））

2）種目

5 名で 1 チームとし、約 19 ㎞（内コース 1,250ｍ×15 周）を
年代別・男女別の 12 種目で 1,200m を走ります。※計測なし。
走ったタイムを競います。（男子・男女混成（女子のみ含む）の 2 種目）

3）参加資格

小学 5 年生以上の内コース（1,250m)1 周以上を自走できる
健康な男女（年齢の上限なし）

小学 5 年生以上で 1,200m を自走できる健康な男女

4）参加料

1 チーム（5 名）20,000 円

1 名（大人・中人・小人共通）につき 3,000 円

5）定員

男子・男女混成（女子のみ含む）の 2 種目合計で 200 チーム
※先着順、定員超過時点でエントリーを締め切ります。

12 種目合計で 200 名程度
※先着順、定員超過時点でエントリーを締め切ります。

6）制限時間

2 時間 25 分

なし

7）表彰

男子・男女混成（女子のみ含む）の各種目毎に上位 3 チームを表彰

各レース 1 位に対して協賛団体からの副賞

8）記念品

オリジナル T シャツ（LL・L・M・S・SS サイズ）

オリジナルマフラータオル

9）記録証

計測あり。チームごとに記録証、上位チームには表彰状

計測なし。個人別完走証（予定）

・ゼッケンは参加者１名につき、前に１枚つけてください。
・開会式終了後、内コースのスタート地点に集合してください。
・1 人１周（内コース 1,250m）以上を走って、次の走者にタスキを渡
してリレーします。1 人につき何周でも走れ、同じメンバーが何回で
もタスキをつなぐことができます。
・指定のリレーゾーンで次の走者にタスキを渡してください。
ゴールタイムと順位、走行周数は、大会審査員が測定します。

10）競技ルール

5. 表彰式・閉会式 :13 時 45 分から

・ゼッケンは参加者１名につき、前に１枚つけてください。
・当日の受付にて、種目別に個人別出走表を配布しますので、
出走順を確認し、指定された集合時間までに、外馬場のスター
ト地点に集合してください。
※走行タイムの計測・順位付け・記録証の発行はありません。
ダートコースを走る「体験」プログラムです。

終了 15 時（予定）

エントリー方法
スポーツエントリーまたはランネット（RUNNET：http://runnet.jp/ ）からお申し込みください。
申込期間：7 月 1 日（月）〜 8 月 31 日（土）※先着順
※定員を超えた場合はエントリー受付を終了。公式サイトで通知します。
※振り込み手数料は各チームでご負担ください。 ※申し込み後の種目変更、メンバー・人数変更、キャンセルはできません。
※エントリー後、当日の案内（集合場所等）の詳細は 10/4 頃（予定）、公式サイトで告知しますので、ご確認ください。

大会公式 WEB サイト

＜エントリー時に必要な情報＞
参加者全員の「氏名（漢字・カナ）」「性別」「生年月日」「郵便番号」「住所」「電話番号」「脚質（先行・差し・逃げ・追込）」
「T シャツサイズ（LL・L・M・S・SS）※駅伝のみ」
駅伝はチーム、1200m は個人の「レース用ニックネーム（カタカナ 10 文字以内）
※ゼッケンやパンフレットに記載します」
「プロフィール・意気込み（30 文字以内）」
＜参加通知書について＞
大会事務局より、申込代表者へ当日の受付に提示いただく「参加証」を 10 月 3 日頃に郵送します。
公式サイトでも告知しますのでご確認ください。

参加種目

※チームふなばし８８とは？→数字の「8」から連想
し『人々の円（縁）と輪（和）をつなげて∞（無限大）
に！』をモットーに、地元の仲間とつながりながら、
船橋を盛り上げるために活動しています。

01 〜 14 の中から、1 種目選択してください。駅伝とダートレース体験への同時エントリーも可能です。

①19kmダート駅伝
01

男子

02

男女混成（女子のみ含）

注意事項

②ダートレース体験（1,200ｍ）
【男子】 03
04
05

小学生（5年・6年）

06

30歳代

【女子】 09

中学生

07

40歳代

10

50歳代以上

11

高校生16歳～29歳 08

①事前登録メンバー以外の出走（代理出走）は失格です。
②コース上は 9cm の砂地で覆われており、レースが進むにつれ、コース上に凸凹が現れます。平坦なコー
スですが、足元に気をつけてください。
③ダートコース上へ落下する恐れのあるものは一切持ち込まず、ポケット等は空にしてください。ダー
トコース内での写真撮影を発見した場合は即失格とさせていただきます。（入場の際にボディチェックを
させていただきます。）
④水分等の補給は出走前後や交代時にダートコース外で行い、コース上に持ち込まないようにしてくだ
さい。
⑤気分不快や走行困難な場合には、コース内側へ入り、係員までお申し出ください。
⑥仮装での出走に際し、社会モラルに反するものや会場・ダート内の汚損につながる恐れがあるものは、
主催者判断でお断りさせていただく場合があります。
⑦競馬場駐車場も利用可能ですが、なるべく公共交通機関をご利用ください。駐車場内でのトラブルに
は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
⑧イベントに関するお問い合わせはメール（info@keiba-run88.com）へお願いいたします。

小学生（5年・6年）

12

30歳代

中学生

13

40歳代

高校生16歳～29歳 14

50歳代以上

誓約事項
参加者は次の誓約項目に同意の上、エントリーください。
①参加者全員に対するスポーツ傷害保険に加入しますが、競技中の症病やその他事故による処置は応急
処置を除いて一切の責任を負いません。
②入金後の参加料の返金はできません。
③年齢・性別の虚偽申告、登録メンバー以外の出走、社会モラルに反する仮装での出走は失格とします。
失格の場合の参加料の返金はいたしません。
④地震・台風・事件・事故・疾病など、主催者の席によらない不可抗力によるイベント中止・内容変更
の場合、参加料の返金はできません。
⑤イベント出場中の映像、写真、記事、記録などの各種媒体（テレビ・新聞・雑誌・インターネットな
どへの掲載権は主催者に属します。

主催：チームふなばし 88 共催：船橋ケイバ 後援：船橋市、船橋市教育委員会
協力：（株）よみうりランド、プレアホーム、みんなの船橋、スポーツクラブ NAS、katana オフィス船橋、フジスポーツ（株）、ミズノ（株）、（有）まきの、（株）キロックムービー、行田公園走友会、船橋サンデー JC、
Tipness 船橋 JC、SVteam ai、西船橋子どもミュージカル、劇団フーダニット、浦安ネットラジオちょあへよ .com、婚活生活（結婚相談所）、居酒屋一九、熟成寿司専門店 優雅、船橋浴場組合、千葉ジェッツふなばし

検索
船橋 ダートラン
お問合せ：チームふなばし 88 ※お問い合わせはメールのみとなります。
Email：info@keiba-run88.com 大会専用公式サイト：http://keiba-run88.com /

