
円谷幸吉メモリアルマラソン大会

 ～大会概要及び協賛特典詳細～

円谷幸吉メモリアルマラソン大会
実行委員会

　第３９回

協賛特典説明書



円谷幸吉メモリアルマラソン大会　コース図

※第３９回大会は、規模縮小により、最長で５kmの実施となります。



1 大会概要

○目　　的

○実施時期 毎年１０月の第３日曜日(第３９回大会：１０月１７日(日)開催)

○開 催 地 福島県須賀川市

○会　　場 福島県須賀川市牛袋町５番地　須賀川アリーナ

○種　　目 全４部門(須賀川市民限定)

部門 区分 距離

１部
一般男子
(中学生以上)

５km

２部
一般女子
(中学生以上)

３km

３部
小学男子
(４～６年生)

４部
小学女子 ４年
(４～６年生)

○参加人数 第38回大会(R2年度) 　中　　止

第37回大会(R1年度) 　中　　止 　(出走者数)/３,３８３人(エントリー数)

第36回大会(H30年度)　３,０８４人(出走者数)/３,４７６人(エントリー数)

第35回大会(H29年度)　３,０７５人(出走者数)/３,５０６人(エントリー数)

第34回大会(H28年度)　２,７９０人(出走者数)/３,１６７人(エントリー数)

○コース概要

○大会事務局 〒962-0054　福島県須賀川市牛袋町5番地(須賀川アリーナ内)

TEL : 0248-76-8111　FAX : 0248-76-8113

E-mail : sukagwacity-sports@air.ocn.ne.jp

○大会ＨＰ サイトＵＲＬ : https://tsuburaya-marathon.com/

・ハーフ、１０km、５kmコース、は日本陸連公認コースとなっています。
・東北自動車道須賀川ＩＣ付近の須賀川アリーナを主会場(スタート、ゴール)と
　し、ウルトラマンモニュメント設置の須賀川市街や円谷幸吉選手の生家側、福
　島空港方面(ウルトラマン通り)等をコースと設定しています。
・コース沿道では、多くの市民やボランティア団体による声援で賑わいます。

　１９６４年東京オリンピックのマラソン競技において、我国陸上競技で唯一の
日章旗(銅メダル)を掲揚した故「円谷幸吉」選手の偉業を称えるとともに、第二
の円谷幸吉の育成、市民の健康づくり、健康な都市づくりに資することを目的と
する。

２km

※３９回大会は新型コロナウイルス感染対
策のため、規模縮小となっています。
通常は２４部門で行い、ハーフ・１０km・
親子なども含めて実施しています。
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○主な招待者 ・君原健二(メキシコオリンピック銀メダリスト)

・宮地道雄(円谷幸吉選手の練習パートナー(自衛隊体育学校時))

・自衛隊体育学校選手(円谷幸吉選手の母校)

・地元有力選手(ふくしま駅伝須賀川市チーム候補選手)

※第37・38回(R1・2年度)大会中止のため○第36回大会(H30年度)の様子

※招待者は変更または追加の場合もございます。
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特別協賛企業

１００万以上
６０万以上
100万未満

３５万以上
６０万未満

１５万以上
３５万未満

５万以上
１５万未満

５万未満

①
大会HPへバナー掲載
※随時、対応いたします。

4P ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

③
招待選手ナンバーカードへ企業名掲載
※ご協賛金額等を勘案し枚数を決定します。

5P ○ ○

④
ナンバーカード等郵送時にＰＲチラシを同封
※７月末までのお申込み(予定含む)でご対応いたします。

5P ○ ○ ○

⑤ 大会名義使用権 5P ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

４０本 ３０本 ２０本 1０本

⑦
ゴールエアアーチに企業名掲載
※８月末までのお申込み(予定含む)でご対応いたします。

6P ○ ○ ○

⑧
大会封筒に企業ロゴ(名)・広告掲載
※各封筒作成時期以前に協賛申込み又は、ご意向を示している
企業様のみとなります。

7P ○ ○

a.大会プログラム表紙に企業ロゴ掲載 ○

b.大会プログラム表紙に企業名掲載 ○ ○ ○ ○ ○

➉
大会プログラム広告ページ掲載
※８月末までのお申込み(予定含む)でご対応いたします。

8P ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 協賛特典の実施については、大会事務局と協議のうえ進めさせていただきます。

※ 大会名の名義使用については、使用前に大会事務局までご連絡願います。

⑨
7P

※a.bともに８月末までのお申込み(予定含む)でご対応いたします。

協
賛
特
典

協賛企業

第３９回円谷幸吉メモリアルマラソン大会　協賛特典　一覧表

御協賛金額(協賛品の場合は相当額換算)

⑥
のぼり旗の設置(大会主会場)
※ご協賛企業数により数に変更がある場合がございます。
※８月末までのお申込み(予定含む)でご対応いたします。

6P

②
ナンバーカードへ企業名掲載
※ご協賛企業数及び金額等を勘案し枚数を決定いたします。

4P
※新規団体様の実施については要相談となります。ご了承ください。
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第39回円谷幸吉メモリアルマラソン大会　協賛特典

2 協賛特典詳細

②ナンバーカードへ企業名掲載

・ランナーが装着するナンバーカード(胸・
背中)に企業名を掲載いたします。
※左図、赤枠部分

・１企業・団体様に対して、作成枚数を２０
０組(４００枚)程度といたします。

・カラー対応可能です。企業名は企業ロゴ
等を提出いただき印刷いたします。

・通常時では参加選手分、約３,０００組(両
面換算６,０００枚) を印刷いたしました。
※３９回大会は、大会規模縮小により作成
数が減となっています。

※ご協賛企業数及び金額等を勘案し枚数を決定いたします。

・大会HP(http://tsuburaya-
marathon.com/)に企業バナーを掲載いた
します。
※左図、ＨＰ下段赤枠部分

・バナー画像は、横２２０×縦６０ ピクセル
で企業様に作成いただきます。

・協賛申込み及びバナー画像データを提
出いただき次第掲載いたします。

・掲載順序は大会事務局に一任とさせて
いただきます。

大会ナンバーカード例

①大会HPへバナー掲載
※掲載期間は該当大会開催年度中となります。(２０２２年３月頃まで)

新規団体様の実施については要

相談となります。ご了承ください。
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第39回円谷幸吉メモリアルマラソン大会　協賛特典

　　※各媒体への掲載の際は、大会事務局へ事前連絡をお願いいたします。

　・本大会に出場する招待選手が装着するナンバーカードに企業名を掲載いたします。
　※掲載場所は、③と同様になります。
　※ご協賛企業数及び金額等を勘案し、掲載企業を決定いたします。

④ナンバーカード等郵送時にＰＲチラシを同封

※７月末までに協賛申込み又は、ご意向を示している企業様のみとなります。

・大会参加者に事前発送する郵送物一式
の中に、企業様のチラシを同封いたしま
す。

・参加者の手元に届くのは、１０月１週目
頃となります。

・チラシサイズはＡ４版(折り可)となります。

例：事前郵送物一式

⑤大会名義使用権

・企業様で活用される広告媒体(テレビ・新聞・ＨＰ等)で、大会への協賛に係わる名義使用やＰＲ
を行うことができます。

③招待選手ナンバーカードへ企業名掲載
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第39回円谷幸吉メモリアルマラソン大会　協賛特典

縦30cm×横60cm)

※ご協賛企業数により数に変更がある場合がございます。

※８月末までに協賛申込み又は、ご意向を示している企業様のみとなります。

※８月末までに協賛申込み又は、ご意向を示している企業様のみとなります。

⑥のぼり旗の設置(大会主会場)

⑦ゴールエアアーチに企業名掲載

・大会主会場である須賀川アリーナ周辺
に、企業名入りの大会幟旗を設置いたし
ます。

・のぼり旗は本大会デザイン(左図)のもの
を使用いたします。

・カラー対応可能です。企業名は企業ロゴ
等を提出いただき印刷いたします。

・設置本数は、ご協賛企業数によりプラン
表示数に変動がある場合がございますの
でご了承ください。

・大会１か月程度前から設置します。
のぼり旗サイズ　　 縦180cm×横60cm

(広告部分サイズ

・大会ゴール地点に設置のエアアーチに、
企業名を記載いたします。

※広告サイズ(１企業分)　約縦60cm×横
100cm

・カラー対応可能です。企業名は企業ロゴ
等を提出いただき印刷いたします。

・掲載スペースが限られていますので、ご
協賛企業数により先着順になる場合がご
ざいますのでご了承ください。
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第39回円谷幸吉メモリアルマラソン大会　協賛特典

※各封筒作成時期以前に協賛申込み又は、ご意向を示している企業様のみとなります。

※８月末までに協賛申込み又は、ご意向を示している企業様のみとなります。

⑧各種封筒に企業ロゴ(名)・広告掲載

・赤枠部分に企業ロゴを掲載いたします。

・カラー対応可能です。企業名は企業ロゴ
等を提出いただき印刷いたします。

・青枠部分に企業名を掲載いたします。

・プログラム表紙デザインは、大会要項及
びポスターデザインに併せて毎年変更と
なります。

・第３９回大会印刷予定数　約１,５００部
※３９回大会は、大会規模縮小により作成
数が減となっています。

・全参加者、大会関係者に配布いたしま
す。

・掲載順序は事務局に一任させていただ
きます。

　例：第37回大会プログラム(企業ロゴの記載はありません)

・本大会で使用する各種封筒に企業ロゴ
を掲載いたします。

・各封筒は作成の時期が異なります。
作成時期の１カ月程度以前に協賛申込み
又は協賛のご意向を示していただいた場
合にロゴ等を掲載いたします。

・広告はモノクロ印刷で、デザイン等は別
途協議させていただきます。

①長形３号封筒 ５００枚程度 ７月作成
②角形１号封筒 １,５００枚程度 ９月作成
※３９回大会は、大会規模縮小により作成
数が減となっています。

⑨大会プログラム表紙に企業ロゴ及び企業名掲載

角形１号封筒 長形３号封筒
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第39回円谷幸吉メモリアルマラソン大会　協賛特典

※８月末までに協賛申込み又は、ご意向を示している企業様のみとなります。

☆広告サイズ　金額詳細

➉大会プログラム広告ページ掲載

・大会プログラムに企業広告を掲載いたし
ます。

・カラー対応不可です。

・広告は各企業様に提出いただき、そのま
ま印刷いたします。広告スペースは掲載
に適したものであれば自由にご使用いた
だけます。

・第３９回大会印刷予定数　約１,５００部
※大会規模縮小により、３９回大会は作成
数が減となっています。

・全参加者、大会関係者に配布いたしま
す。

・掲載順序は事務局に一任させていただ
きます。

〈　広告見本　２　〉

協賛金額 ３万円～５万円 未満
(または協賛額相当品)

〈　広告見本　３　〉

協賛金額 １万円～３万円 未満
(または協賛額相当品)

〈　広告見本　４　〉

協賛金額 １万円 未満
(または協賛額相当品)

〈　広告見本　４　〉

協賛金額 １万円 未満
(または協賛額相当品)

Ａ４版 １Ｐ Ａ４版(1/2、1/4、1/8)

広告掲載　例

〈　広告見本　１　〉

協賛金額 ５万円 以上
(または協賛額相当品)
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