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ならしのスマイルラン2023
参加者案内

＊本案内は、2023年2⽉16⽇現在の内容となります。
変更などが⽣じた場合は、改めてご案内いたします。
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項⽬ 内容

⼤会名称 ならしのスマイルラン2023

開催⽇程 2023年3⽉5⽇(⽇)

会場 習志野市茜浜緑地公園内特設コース

主催 ⼀般社団法⼈オービックシーガルズ習志野スポーツクラブ

後援 習志野市、習志野市教育委員会、習志野商⼯会議所、習志野市商店会連合会

特別協⼒ オービックシーガルズ

協⼒ 東京ベイジーガルズ、nararun

種⽬／距離

【親⼦の部】
・親⼦1kmマラソン/未就学の部（60組）
・親⼦1kmマラソン/⼩学1年の部（60組）
・親⼦1kmマラソン/⼩学2年の部（60組）
・親⼦2kmリレーマラソン/⼩学3〜6年の部（60組）

【⼀般の部】
・20kmリレーマラソン/1チーム2〜10名（30組）
・20kmソロ/1名（20名）

表彰

【親⼦の部】
・親⼦1kmマラソン/未就学の部 1〜3位/組ごと
・親⼦1kmマラソン/⼩学1年の部 1〜3位/組ごと
・親⼦1kmマラソン/⼩学2年の部 1〜3位/組ごと
・親⼦2kmリレーマラソン
⼩学3年/⼩学4年/⼩学5年/⼩学6年 各1〜3位
・ラッキースマイル賞 詳細、⼤会当⽇発表

【⼀般の部】
・20kmリレーマラソン 1〜3位
・20kmソロ 1〜3位
・ラッキースマイル賞 詳細、⼤会当⽇発表

⼤会HP他 HP http://www.obicseagulls-narashino-sc.or.jp/smile
Facebook https://www.facebook.com/narashinosmilerun

申込
https://moshicom.com/79090/
上記のURLよりお申し込みください。
期限︓2023年2⽉5⽇

開催概要1.

http://www.obicseagulls-narashino-sc.or.jp/smile
https://www.facebook.com/narashinosmilerun
https://moshicom.com/79090/
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協賛各社2.

冠フラッグ（W2400ｘH600）　素材：ポリエステルクロス

nararun ロゴ

C90% + M10%, PANTONE 2995

指定カラー

C10% + K60%, PANTONE 431

冠フラッグ（W2400ｘH600）　素材：ポリエステルクロス
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スケジュール3.

親⼦の部

時間 内容 場所

08:00 – 11:00 親⼦︓受付 茜浜緑地公園

08:15 – 08:30 開会式 茜浜緑地公園

08:40 – 08:50 未就学︓集合

09:00 – 09:15 未就学1組⽬（30チーム） コース

09:15 – 09:30 未就学2組⽬（30チーム） コース

09:30 – 09:40 ⼩学1年︓集合

09:45 – 10:00 ⼩学1年1組⽬（30チーム） コース

10:00 – 10:15 ⼩学1年2組⽬（30チーム） コース

10:15 – 10:25 ⼩学2年︓集合

10:30 – 10:45 ⼩学2年1組⽬（30チーム） コース

10:45 – 11:00 ⼩学2年2組⽬（30チーム） コース

11:00 – 11:10 親⼦リレー（⼩学3〜6年）︓集合

11:10 – 11:30 親⼦リレー（⼩学3〜6年︓60チーム） コース

11:30 – 12:00 親⼦の部︓表彰式

⼀般の部

時間 内容 場所

10:00 – 11:00 ⼀般（ソロ・リレー）︓受付 茜浜緑地公園

12:00 – 14:00 ⼀般（ソロ・リレー）︓競技 コース

14:00 – 14:30 ⼀般（ソロ・リレー）︓表彰式 茜浜緑地公園

シーチアJr パフォーマンス︕
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4. コースマップ

親⼦マラソン（未就学・⼩学1年・2年） 1km1周回（こども・保護者）
親⼦リレーマラソン（⼩学3〜6年） 2km2周回（1周⽬︓こども、2周⽬︓保護者）
⼀般（ソロ・リレーマラソン） 20km20周回
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5. 参加リスト

カテゴリー ゼッケン

No
ゼッケンカ
ラー・組

チーム名

親子マラソン

未就学の部

1 白1 しろくまらんなぁず

2 白1 ミナミ

3 白1 チーム4567
4 白1 ダイの大冒険

5 白1 ちはいお

6 白1 あみ&かえで
7 白1 ゆーせー

8 白1 初心者

9 白1 T-REX
10 白1 チームリザードン

11 白1 チームコテツ

12 白1 いずはる

13 白1 なほりーぬ

14 白1 ひなすけ

15 白1 ドラゴン

16 白1 はるひー

17 白1 あみーご

18 白1 しょうきとパパ

19 白1 チーム爆走

20 白1 チームわかぺ

21 白1 ぺんぺん

22 白1 はーぴーちゃん

23 白1 まつぼっくり

24 白1 がんばれ！すずほ
まる

25 白1 ポッチャマチーム

26 白1 ママとあっちゃん

27 白1 つーちー・とうさん

28 白1 kao.rui
29 白1 ラブ徳島

30 白1 いちる

31 白2 ジャンジャン

32 白2 ゆきだるま

33 白2 えにつみ

34 白2 いおちは

35 白2 チップ（未就学）

36 白2 コガ

37 白2 Zスカイン
38 白2 さやちゃんず

39 白2 カニ大好きチーム

40 白2 佐藤家

41 白2 ビルス

42 白2 ミュウ

43 白2 はやぶさこまち

44 白2 STA
45 白2 飯田家

46 白2 すずちゃん

47 白2 よっしー

48 白2 ぴすけん

49 白2 チーム翔（KAKERU
）

50 白2 ファイヤー琉之介

51 白2 ゆずえみコンビ

52 白2 ｍａｈａｒａｊａ

Jr
53 白2 おしりたんていぷっ

ぷっとう

54 白2 Team イギー
55 白2 肉食

56 白2 チームラプトル

57 白2 こずみ

58 白2 安田家

59 白2 チームさるのり

60 白2 スカイチーム

61 白2 むらちゃん

カテゴリー ゼッケン

No
ゼッケンカ
ラー・組

チーム名

親子マラソン

１年生の部

101 青1 ソニック

102 青1 Gシュナイダー
103 青1 スーパーベジット

ヒーローズ２

104 青1 高根東小

105 青1 奏Busters
106 青1 TEAM MIZUKI
107 青1 ななてぃー

108 青1 スマイルしよう
チーム

109 青1 カナピカ

110 青1 teamくすはら
111 青1 いずはる

112 青1 さなだ

113 青1 ザマゼンタ

114 青1 やまもとけ

115 青1 けいご

116 青1 はなだファミリー

117 青1 とまパパ

118 青1 サニーマンズ

119 青1 赤田家

120 青1 TADO
121 青1 チームまさしあけ

みゆうり

122 青1 かわうそ

123 青1 クボティアン

124 青1 ゆい&よう
125 青1 こたまさ

126 青1 高木家1
127 青1 高木家2
128 青1 あーちゃん・とーさ

ん

129 青1 ザキヤマ

130 青1 にじ♡

131 青2 オーツカズ

132 青2 チームいしづけ

133 青2 なかよしコンビ

134 青2 ラブ徳島

135 青2 ギニュー

136 青2 team SUN
137 青2 ナララン

138 青2 あいるチーム

139 青2 バンビーノ

140 青2 リョウタ

141 青2 ふくざき

142 青2 マスターしゅん
ちゃん

143 青2 チームマリオ

144 青2 溝口ひなた

145 青2 屋敷小ファイ
ヤー！

146 青2 ももとパパ

147 青2 チームすみっコ

148 青2 アサヒとママ

149 青2 のぶまお

150 青2 しろくろこうちゃん

151 青2 サクラ

152 青2 MS
153 青2 チーム高橋

154 青2 KT
155 青2 Yuukies
156 青2 走るリスガール

157 青2 みいみのえ

158 青2 ITSUKI 藤松啓介
159 青2 つのだけ

カテゴリー ゼッケンNoゼッケンカラー・
組

チーム名

親子マラソン

２年生の部

201 赤1 ちよぱぱ

202 赤1 sora&papa
203 赤1 チーム脱走兵

204 赤1 ミナミ

205 赤1 チームにこ

206 赤1 あつと

207 赤1 Happy&Blue
208 赤1 ミラキュラス

209 赤1 ☆

210 赤1 Team Sunrise
211 赤1 チームはるちゃ

ん

212 赤1 NATSU & YUKI
213 赤1 チワワドイル

214 赤1 チーム爆速

215 赤1 TEAM☆おやす
みれ

216 赤1 かおちゃん

217 赤1 すみっこ大好き

218 赤1 ハッスル

219 赤1 NRC
220 赤1 たくや&さくら
221 赤1 うーにーず

222 赤1 チームやまだ

223 赤1 ストーンちひ

224 赤1 ＯＺＩＸ

225 赤1 モルペコチーム

226 赤1 エカ

227 赤1 とまと

228 赤1 私は負けず嫌
い

229 赤1 チームじゅんの
すけ

230 赤1 ゆうき

231 赤2 彩美＆直幸

232 赤2 さくらーまん

233 赤2 ふーこ&みほ
234 赤2 しおちゃん

235 赤2 オカモト

236 赤2 ハルマ

237 赤2 ともしょうま

238 赤2 しんや&ともや
239 赤2 溝口ひかり

240 赤2 三原色

241 赤2 アッチャンズ

242 赤2 むらかみ水軍

243 赤2 めいるーと

244 赤2 ナガネギ

245 赤2 佐藤家

246 赤2 TAXI！
247 赤2 ヤス

248 赤2 チーム紙

249 赤2 飯田家

250 赤2 KT
251 赤2 チームAB
252 赤2 TASHI
253 赤2 はしもときずな

254 赤2 ウマ娘

255 赤2 煌チーム

256 赤2 ニコはるちゃん
チーム

257 赤2 悟空

258 赤2 まんじゅう

259 赤2 ポケモン大好き

260 赤2 チームりょうじ

261 赤2 はやぶさ
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5. 参加リスト

カテゴリー ゼッケンNo ゼッケンカラー・
組

チーム名

親子マラソン

３〜６年生の
部

301 緑 マイクラチーム

302 緑 チームおおいし

303 緑 ぱれな

304 緑 わっしょい

305 緑 やすかほ

306 緑 さらなるメラメラ

307 緑 けいっぴ

308 緑 カビゴン

309 緑 ユーカリsc
310 緑 タミターミ

311 緑 エイケン

312 緑 まっすー

313 緑 つっつん

314 緑 チームこうた

315 緑 チーム襷（TASUKI)
316 緑 Kino&Shita家
317 緑 なるたけ

318 緑 Team MATSUDA
319 緑 TEAM 3710
320 緑 チップ

401 緑 ぶんぶん丸

402 緑 弓田家

403 緑 ウタサジ

404 緑 M78星雲
405 緑 ひがし家

406 緑 たのしくはしる

407 緑 バンビーナ

408 緑 かほ&ママ
409 緑 ダニマル（4年生）
410 緑 スーツケース

411 緑 パパいちチーム

412 緑 メイ&パパ
413 緑 スマイル

414 緑 ユウkitchen’s
415 緑 るりへいさん

416 緑 そらたく

501 緑 ムテキ

502 緑 鴨かも

503 緑 西澤家

504 緑 タイガーズ

505 緑 ポケモン大好き

506 緑 うちやまズ

507 緑 ジャス！

508 緑 アサヒ

509 緑 トトロ

510 緑 ダニマル（5年生）
511 緑 チーム岩田

512 緑 チームまつもと

513 緑 ゆっきだるま

514 緑 ニコニコファミリー

515 緑 ダブルY
516 緑 KAZURUKA
601 緑 Aki・Taka
602 緑 裕幸＆直幸

603 緑 もう中 2010
604 緑 しんちゃん

605 緑 チーム中野木

606 緑 巧チーム

607 緑 ちゅぴ

608 緑 りきそう

609 緑 ruritoto

カテゴリー ゼッケン

No
ゼッケンカラー・組 チーム名

一般ソロの部

701 黄 ねねろりぱぱ

702 黄 やちこく魂

703 黄 一般

704 黄 赤田家

705 黄 1人参加です
706 黄 Nnソロ
707 黄 やっつん１

708 黄 高島

709 黄 ひろ

710 黄 ダニマルズ

711 黄 そらこう

712 黄 ばんかど

713 黄 なんちゃって野球部

714 黄 外山

715 黄 紺野

716 黄 EnjoyProgressingSport
717 黄 urara
718 黄 橋本

719 黄 パトラン習志野

720 黄 Himalaya
一般 リレーマラソン（４名） 801 黄 日７

一般 リレーマラソン（４名） 802 黄 稲毛インターY
一般 リレーマラソン（５名） 803 黄 幹雄runnersCLUBチーム

A 
一般 リレーマラソン（５名） 804 黄 幹雄runnersCLUBチーム

B
一般 リレーマラソン（５名） 805 黄 ラビットフット

一般 リレーマラソン（５名） 806 黄 チームホンビノス

一般 リレーマラソン（５名） 807 黄 アシザワマラソン部

一般 リレーマラソン（５名） 808 黄 ■■軽い運動しない
■■

一般 リレーマラソン（５名） 809 黄 ライジングサン

一般 リレーマラソン（５名） 810 黄 稲毛インターO
一般 リレーマラソン（７名） 811 黄 習志野第一病院

一般 リレーマラソン（８名） 812 黄 NO LIMIT
一般 リレーマラソン（９名） 813 黄 チームMASUDA２習志

野

一般 リレーマラソン（１０名） 814 黄 チーム福祉楽団

一般 リレーマラソン（１０名） 815 黄 チームMASUDA １
一般 リレーマラソン（１０名） 816 黄 酒豪の会

一般 リレーマラソン（１０名） 817 黄 チームTKB
一般 リレーマラソン（１０名） 818 黄 Jr.シーガルズ中学A
一般 リレーマラソン（１０名） 819 黄 Jr.シーガルズ中学B
一般 リレーマラソン（１０名） 820 黄 GEEGULLS
一般 リレーマラソン（１０名） 821 黄 シーガルズA
一般 リレーマラソン（１０名） 822 黄 シーガルズB
一般 リレーマラソン（１０名） 823 黄 シーガルズC
一般 リレーマラソン（１０名） 824 黄 シーガルズD
一般 リレーマラソン（１０名） 825 黄 シーガルズE
一般 リレーマラソン（１０名） 826 黄 シーガルズF
一般 リレーマラソン（１０名） 827 黄 シーガルズコーチ

一般 リレーマラソン（７名） 828 黄 習志野経済新聞
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6. 参加に際して
l 事前郵送物

事前に郵送物などでの案内はありません。本案内を確認の上、参加をお願いします。

l 参加者名簿
本案内ならびに⼤会前（2⽉中旬〜下旬）に⼤会HP、Facebookページでご確認ください。
⼤会HP http://www.obicseagulls-narashino-sc.or.jp/smile
Facebook https://www.facebook.com/narashinosmilerun/

l 受付
当⽇の受付は、ゼッケンナンバーで確認を⾏います。受付時にゼッケンナンバーをお伝えください。
受付の際に『レースナンバー（ゼッケン）２枚』『タスキ１つ』を配布します。
親⼦の部は、こども1枚・保護者1枚を⾝体の前⾯へつけてください。
⼀般（ソロ・リレー）の部は、各選⼿前⾯1枚・背⾯1枚をつけてください。
タスキは、1チームにつき1つを使⽤してください。

l スタート前集合
出場する種⽬の集合時間に従いスタートエリア付近へ集合をお願いします。
未就学 8:40／⼩学1年 9:30／⼩学2年 10:15／⼩学3〜6年 11:00／⼀般 11:50

l 未就学、⼩学1年、2年
未就学、⼩学1年、2年は2組に分けて実施します。
組分けは、⼤会前に発表される参加者名簿からご確認ください。

l 表彰
下記の通り表彰を⾏います。対象者は表彰式へご参加ください。
表彰式の参加が難しい場合は、受付でお申し出ください。

【親⼦の部】
・親⼦1kmマラソン/未就学の部 1〜3位/組ごと
・親⼦1kmマラソン/⼩学1年の部 1〜3位/組ごと
・親⼦1kmマラソン/⼩学2年の部 1〜3位/組ごと
・親⼦2kmリレーマラソン
⼩学3年/⼩学4年/⼩学5年/⼩学6年 各1〜3位
・ラッキースマイル賞 詳細当⽇発表
【⼀般の部】
・20kmリレーマラソン 1〜3位
・20kmソロ 1〜3位
・ラッキースマイル賞 詳細当⽇発表

l ⾛り⽅
親⼦マラソン（未就学、1年、2年）︓親⼦⼀緒に⾛ってください。
親⼦リレーマラソン︓1周⽬こどもー2周⽬保護者の順で⾛ってください。
⼀般リレーマラソン︓周回数、⾛⾏順は各チームで決定してください。
＊⾛⾏は、右側⾛⾏（反時計回り）となります。

l 更⾐室、トイレについて
更⾐室はございません。トイレに関しては公園トイレの利⽤をお願いします。

l 貴重品や荷物預かりについて
荷物預かりはいたしません。貴重品を含めて参加者ご⾃⾝で管理をお願いします。

l ゴミについて
会場にはゴミ箱はございません。各⾃のゴミのお持ち帰りにご協⼒ください。

ラッキースマイル賞はみんなに
チャンスがあるよ︕︕

http://www.obicseagulls-narashino-sc.or.jp/smile
https://www.facebook.com/narashinosmilerun/
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スマイルピザ
https://www.instagram.com/smile_pizza1000/?hl=ja

BROWN SOUND COFFEE
http://brownsoundcoffee.com/

7. ブース案内
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住友⽣命 ⾎液年齢測定

明治 プロテイン試飲
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https://www.instagram.com/smile_pizza1000/?hl=ja
http://brownsoundcoffee.com/
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8. アクセス（受付・駐⾞場など）

• 受付は、⼤会会場にて⾏います
（上図）。

• ⼤会⽤としての駐⾞場は確保して
おりません。お⾞でお越しの際は、
他利⽤者と同様公園駐⾞場をご利
⽤ください。

• 最寄駅（JR新習志野駅）からのア
クセスは左図の通りです。

■スタート・ゴール・リレーゾーン
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10. 持ち物

• ランニングができる格好でお越しください（更⾐室はございません）
• 受付の際に『レースナンバー（ゼッケン）２枚』『タスキ１つ』を配布します。

親⼦の部は、こども1枚・保護者1枚を⾝体の前⾯へつけてください。
⼀般の部は、各選⼿前⾯1枚・背⾯1枚をつけてください。
タスキは、1チームにつき1つを使⽤してください。

お問合せ

お問合せ smilerun@obicseagulls-narashino-sc.or.jp
⼤会HP http://www.obicseagulls-narashino-sc.or.jp/smile
Facebook https://www.facebook.com/narashinosmilerun/

9. 新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌対策について

• 本イベントは、開催⾃治体である習志野市の感染拡⼤防⽌⽅針に準じて開催してまいります。
習志野版あたらしいルール
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kenkoshien/gyomu/shinkorona/so
nota/narashino_city_838ted_pde9eme.html

• 体調がすぐれない場合や家族や⾝近な知⼈に感染が疑われる場合は来場しないようお願いしま
す。

• 本イベントは、感染リスクの低い屋外での開催のため、原則マスク着⽤不要。他者との距離が確
保できない状況や各⾃の判断でマスク着⽤を⾏なってください。

• 会場受付に⼿指消毒液を設置します。
• 当⽇は、キッチンカーなど飲⾷が可能ですが、飲⾷の際は配慮してお楽しみください。
• イベント終了１週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、速やかに⼤会事務局

へお知らせください。

mailto:smilerun@obicseagulls-narashino-sc.or.jp
http://www.obicseagulls-narashino-sc.or.jp/smile
https://www.facebook.com/narashinosmilerun/
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kenkoshien/gyomu/shinkorona/sonota/narashino_city_838ted_pde9eme.html

