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201９オリンピックデーラン喜多方大会 実施要項 

1. 目的 1894 年 6 月 23 日、パリで開催された国際会議にて、近代オリンピックの復興とその主催者であ

る国際オリンピック委員会(IOC)の創設が決議された。IOC では、この記念すべき日をオリンピッ

クデーと定め、世界各国の国内オリンピック委員会に、この日を中心としてオリンピックムーブメ

ントの普及・啓発のための行事の実施を提唱している。本会ではこの趣旨に賛同し、公益財団

法人日本オリンピック委員会(JOC)が、１９８７年より日本各地で実施しているオリンピアンと一般

市民が一緒に参加するオリンピックデーラン喜多方大会を JOC とともに開催し、オリンピックムー

ブメントの普及・啓発に努める。 

2. 名称 201９オリンピックデーラン喜多方大会 

201９OLYMPIC DAY RUN KITAKATA 

3. 主催 国際オリンピック委員会、公益財団法人日本オリンピック委員会、 

NPO法人日本オリンピアンズ協会、 

喜多方市 喜多方市教育委員会 公益財団法人喜多方市体育協会 

4. 共催 公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本陸上競技連盟 

福島民友新聞社 

5. 主管 オリンピックデーラン喜多方大会実行委員会 

6. 後援 スポーツ庁、NHK 

喜多方市校長会 耶麻地区高等学校長会 喜多方市行政区長会連合会 

7. 協力 ＪＸＴＧエネルギー株式会社 コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 

8. 運営協力 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 一般社団法人喜多方医師会  

喜多方地区交通安全協会 交通安全協会喜多方支部 喜多方市スポーツ推進委員会  

喜多方陸上競技協会 喜多方ウォーキング会 喜多方市グラウンドゴルフ協会  

喜多方野球協会 会津磴漕会 喜多方空手スポーツ少年団  

華舞翔新体操倶楽部スポーツ少年団 喜多方野球スポーツ少年団 

喜多方バレーボール協会 喜多方市卓球協会 喜多方バスケットボール協会 喜多方市水泳

協会 喜多方サッカー協会 その他関係団体 

9. 開催時間 

10. 開催場所 

11. 実施種目 

令和元年７月７日(日) 

８：００～ ９：３０ 受付［押切川公園スポーツ広場］ 

８：００～１１：４５ オリンピック実施競技体験（ボート、体操／新体操、空手、ゴルフ／グラウンド

ゴルフ、野球／ティーボール、パラリンピック競技※選考有り）［押切川公園

スポーツ広場］※常設 

                パートナーブース［押切川公園スポーツ広場］※常設 

            オリンピックデーラン記念撮影コーナー［押切川公園スポーツ広場］※常設 

            アンケート調査 

９：００～ ９：３０ 開会式（トーチプログラム・エスコートキッズ）／準備体操［押切川公園スポー

ツ広場］※エスコートキッズ（小学４～６年生）１０名を募集 

９：４０～１０：20 ウォーキング（約４ｋｍコース）［押切川公園スポーツ広場スタート・フィニッシュ

～コース］ 

９：５０～１０：20 ジョギング（約２ｋｍ／約３ｋｍ）［押切川公園スポーツ広場スタート・フィニッシュ

～コース］ 
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１０：3０～１０：45 オリンピアンにチャレンジ！！（５０ｍ競走、サッカードリブル）［押切川公園ス

ポーツ広場］ 

１０：５０～１１：２０ オリンピアントークショー＆○×クイズ（＆展示品）［押切川公園スポーツ広

場］ 

※クイズ形式でサイン会整理券配布 

※オリンピズム賞の贈呈 

１１：３０～１２：００ サイン会［押切川公園スポーツ広場］ ※定員制   

１３：００～１４：３０ スポーツ教室［押切川公園スポーツ広場・押切川公園体育館・市民プール 

・押切川公園自由広場］ 

12. スポーツ教室 開催日時：令和元年７月７日(日)  １３：００～１４：３０ 

実施種目：陸上競技、水泳／競泳、サッカー、バレーボール、バスケットボール、卓球、 

募集対象：運動経験のある小学生以上～（高校生） 

       ※募集人数に達しない場合は、募集対象以外の申込みを受け付ける。 

募集人数：   ～   名 

応募条件：○原則的に競技経験者とする。 

○指導レベルは、中学校の部活レベルとする。 

○スポーツ教室のみの申込みはできない。 

○団体種目は（原則的に）チームごとの申込みとする。 

○内容については主催者側に一任とする。 

○必要物品を用意いただく場合がある。 

○参加者多数の場合は、参加者を主催者で調整する場合がある。 

13. 参加人数 １,０００名 

※申込み期日までに定員に達しない場合は、大会当日に参加申込みを受け付ける。当日受付

の実施の有無は、（公財）喜多方市体育協会ＨＰなどで告知する。 

14. 参加料 ○期日までの申込み：お一人様 ５００円 

○当日申込み：お一人様 ８００円 

15. 参加賞 ○IOC会長署名入参加証明書 

○オリンピックデーランオリジナル Tシャツ 

16. 参加アンバサダー/

オリンピアン 

オリンピック・ムーブメントアンバサダー（計１名） 

○小塚 崇彦 氏（スケート・フィギュアスケート）  

オリンピアン（計９名） 

○内田 翔 氏 （水泳／競泳） 

○大谷 未央 氏（サッカー） 

○大林 素子 氏（バレーボール） 

○須賀 泰子 氏（バドミントン） 

○塚原 直貴 氏（陸上競技） 

○永田 睦子 氏（バスケットボール） 

○深瀬 菜月 氏（体操／新体操） 

○藤沼 亜衣 氏（卓球） 

○両角 公佑 氏（カーリング） 

17. お申込方法 ⑴申込方法 

①「参加申込書」に必要事項を記入し、事務局に提出（ＦＡＸ・郵送・Ｅメールなど） 

http://www.kitakata-taikyo.jp/）などで告
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②「参加申込書」が無い場合は下記の必要事項を記入して往復ハガキ・ＦＡＸ・Ｅメールで事

務局へ送付 

○氏名  ○年齢  ○性別  ○学校名（学年）または所属団体名  ○住所  ○電話・

ＦＡＸ番号  ○メールアドレス  ○ウォーキングかジョギングの参加区分  ○エスコート

キッズ希望の有無（小学４～６年生対象）  ○オリンピアンにチャレンジへの希望の有無  

○スポーツ教室の参加希望の有無 

※複数人での申込みは、代表者を明記してください。 

⑵参加料の納入方法 

①払込取扱票でのお振込みの場合 

所定の用紙に金額・代表者のお名前・住所・電話番号を記入の上、最寄りの郵便局で次

の口座に払込み。 

 【口座記号】０２２２０－２  【口座番号】１３７９８２ 

 【加入者名】公益財団法人喜多方市体育協会 

   ※振込手数料は自己負担。  ※必ず申込み代表者名で振り込むこと。 

②ゆうちょ銀行の口座間送金の場合 

   【記号】１８２７０  【番号】３６５７６４８１  コウザイ）キタカタシタイイクキョウカイ 

③他の金融機関からのお振込みの場合 

    ゆうちょ銀行 【店名】八二八 【店番】８２８ 【貯金種目】通常貯金 

             【口座番号】３６５７６４８ 【名義】公益財団法人喜多方市体育協会 

④事務局に直接納入 

⑶未就学児の申込みの取り扱いについて 

 ①未就学児は申込み可。ただし、保護者の申込み及び同伴・伴走が必要。 

 ②未就学児の参加費は無料とする。ただし、参加賞は配布しない。参加賞を希望する場合は

別途参加費が必要。 

⑷参加上の注意 

①自己の健康状態について異常のないことを確認し責任を持てる方。 

②未成年については、保護者の承諾を得た方。 

③当大会（併催イベントを含む）に申込みをするにあたって、参加者本人及びその全関係者

（保護者・所属する団体代表者等）が以下の誓約文を了承したとさせていただく。なお、誓

約文を了承できない場合は、申込みをご遠慮願いただきます。 

  【誓約文】 参加者本人及びその全関係者（保護者・所属する団体代表者等）は、当大会（併

催イベントを含む）に参加するあらゆるリスクを十分承知の上で参加し、本大会開催

中に発生した如何なる疾患、怪我、事故、事件等については、参加者本人及びそ

の全関係者（保護者・所属する団体代表者等）の責任において処理し、主催者側に

は一切法的・道義的責任を問わないことを誓約します。また、当大会（併催イベント

を含む）中の疾患、怪我、事故、事件等については、主催者側が加入する保険の

範囲内での対応とすることを、参加者本人及びその全関係者（保護者・所属する団

体代表者等）は了承します。 

⑸注意事項 

①参加申込書の提出と参加料の納入が完了した時点で受付とする。 

②取消し・不参加等による返金はしない。 
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18. 告知開始日 

広報計画 
第一回実行委員会開催日［令和元年５月２３日木)］以降 

19. 応募〆切 令和元年６月２４日（月） ※当日消印有効 

20. 開催当日雨天の 

場合の対処方法 

荒天等の場合は、イベント内容を変更して実施する。また、不可抗力（天災地変、戦争、内

乱、交通機関の不通、法律命令、行政措置）により実施不可能な場合は中止することがある。 

なお、不可抗力で中止の場合は、参加料は返却しない。 

※１ 小雨決行です。 

※２ 荒天の場合の中止やイベント内容の変更等の判断は、（原則的に）前日の午後に行う。

（参加者は問い合わせは事務局で前日午後から行う。また、（公財）喜多方市体育協会

ＨＰでも告知予定。） 

※３ 本大会が中止になった場合は、当日、受付で「参加賞」を配布する。なお、「参加賞」の送

付希望の場合は連絡があれば送付する。（送料は別途必要） 

21. その他 ⑴事前に医師の健康診断を受け、異常のないことを確認し、保険などに加入した上で参加して

いただきます。 

⑵出場にあたり身体に異常を感じた場合は、すぐに参加を中止していただきます。 

⑶当大会及び併催イベント中の疾患、怪我、事故、事件等については、主催者側は、応急措置

をとるが、一切の責任を負わない。 

⑷参加者は、係員・警察官・大会医師などの指示に従っていただきます。 

⑸参加者の駐車場は、押切川公園体育館・押切川公園野球場・押切川公園自由広場北側の

各駐車場を利用していただく。駐車場内のトラブルは一切責任を負わない。また、路上駐車

は一切禁止とする。 

⑹会場周辺道路・コースは時間帯により一部通行禁止などの交通規制を行う。 

⑺私物は各自の責任において管理してください。 

⑻参加者は、コース・会場内であっても、自分の安全を自分の責任において確認・確保していた

だきます。 

⑼報道用・記録・次大会ポスター宣材等のために、主催者側は写真などの撮影を行い、その画

像の使用権・著作権などの権利は全て主催者側に帰属するものとする。 

⑽個人情報は実行委員会が厳重に管理し、当大会運営上必要な場合のみ使用する。（今後の

「オリンピックデーラン」の開催案内なども含む。） 

22. 問合せ先 

  ／事務局 

オリンピックデーラン喜多方大会 実行委員会［（公財）喜多方市体育協会内］ 

住 所： 〒966-0094 福島県喜多方市字押切１－８６（押切川公園体育館内） 

電 話： ０２４１－２３－０７７１     ＦＡＸ： ０２４１－２３－０７８０ 

E-mail： info@kitakata-taikyo.jp   Ｈ Ｐ： ☛喜多方市体育協会で検索 
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