
PARACUPは、一般社団法人PARACUP主催のチャリティーランニング
イベントです。 大会の収益は、必要経費を除き、世界の子どもたちの教育・
生活支援のために贈ります。

本大会は、2005年5月江ノ島にて約400人の参加者から始まり、いままで
に延べ4万人以上のランナーにご参加いただくことができました。これまで
ご参加いただいたランナーの皆様、ボランティアの皆様、協賛企業の皆様、
協力団体の皆様に支えられて、こうしてこの大会を続けられることに心より
感謝いたします。

『楽しんで走ることが、世界の子どもたちの未来につながる』私たちはそのこ
とを発信し続けてきました。『誰かのために何かする』 それは決して、大変で
も苦しいことでもなく、楽しみながらできること、そして、誰にでもできること
なのです。

14回目を迎える今大会では、昨年から新設されたリレーマラソン、毎年人
気の親子RUNとキッズRUNに加えて、5km RUN、10km RUNをお届けい
たします。 『仲間』、『家族』、『個人』、あらゆる方に参加していただきやすい
種目です。
走り終わった後も、チャリティーを感じていただけるブースや体験型コンテ
ンツ、飲食ブースなど盛りだくさん準備しております。みなさんで笑顔溢れ
る一日をお楽しみください。

事務局からのメッセージ

PARACUP2018事務局

～未来につなぐ・つながるT A S U K I ～

Mail info@paracup.info Blog ameblo.jp/paracup/

Twitter ＠paracup www.facebook.com/PARACUP/Facebook

＠paracup_runforchildreninstagram
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～未来につなぐ・つながるT A S U K I ～

■種目：リレーマラソン（3時間耐久レース）※1周2kmのコース、10kmRUN、
5kmRUN、親子RUN(400m)・キッズRUN（1km）

会場：川崎市古市場陸上競技場
2 0 1 8年4月8日 日

[大会概要]
■コース ：神奈川県川崎市 多摩川河川敷マラソンコース [古市場陸上競技場スタート]
■主催団体：一般社団法人 PARACUP
■支援先団体：認定特定非営利活動法人ソルト・パヤタス、カンボジア教育支援団体 ちょんれ～ん、

ドイツ国際平和村、  PARASAIYO（パラサイヨ）、特定非営利活動法人エイズ孤児
支援NGO・PLAS、+one（プラスワン）

■後援：川崎市、川崎市教育委員会、神奈川県、神奈川県教育委員会、tvk（テレビ神奈川）

公式HP www.paracup.info
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古市場小学校

会場アクセスマップ
● JR南武線「鹿島田」駅 徒歩15分
● JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩18分
● JR川崎駅よりバス「上平間行」
　古市場交番前下車 徒歩5分
● 東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩19分

Cám
 ơn

会場に向かうまでの道すがら、
皆様にPARACUPを感じていただくために
かしまだ駅前通商店街に
のぼりを掲示します。

PARACUPが支援する子どもたちの写真と
その国の「ありがとう」をお楽しみください。



救護 計測

仮装受付

総合案内

ボランティアセンター広報協賛受付

受付

ストレッチ
エリア

ゴミ収集

女子更衣室

手荷物預り所

Photo Spot

男子更衣室

メイン会場MAP
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～未来につなぐ・つながるT A S U K I ～
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9:30 寄付制ブースオープン

9:10 10kmスタート
8:50 開会式/ウォーミングアップ（10km）

15:30 出店ブースCLOSE

16:15 ボランティアスタッフ感謝式
16:00 閉会式&リレーマラソン表彰式

12:05 キッズRUNスタート

12:30 リレーマラソン（3時間）スタート

※リレーマラソン中は適宜ランニング講座の開催

12:40 仮装RUN表彰式（子どもの部・5km）

11:10 5km表彰式/仮装RUN表彰式（10km）

11:30 ウォーミングアップ（親子RUN,キッズRUN）

12:10 ウォーミングアップ（リレーマラソン）

11:45 親子RUNスタート

10:30 ウォーミングアップ（5km）
10:50 5kmスタート

9:50 10km表彰式

※子どもの部…キッズRUN、親子RUN

PARACUP2018 スケジュール
受付時間

10km
5km
親子RUN

8:00～8:40
8:40～10:20
10:20～11:15

キッズRUN
リレーマラソン

10:20～11:35
10:20～12:00

ゼッケンにニックネームを書くスペース

があります。ニックネームで応援されると

ひときわ大きなパワーがもらえます。ぜ

ひ受付後にご記入ください。

ニックネームゼッケン今年の首飾りは支援先の子どもたちが書いて

くれた６つのデザインの中から１つがもら

えます！首飾りはゴール後、ランナーサー

ビスでお渡ししています。どのデザイン

の首飾りが手元に届くかお楽しみに！

ぜひ受け取ってくださいね。

首飾り

リ レ ー ゾ ー ン

ゼッケン色別！

詳細はコチラ

PARACUPでは、

仮装RUNコンテスト
を開催します！

表彰式

Tシャツ配布

ランナー待機場所

ふわふわ
ランド

相撲

縁日

協賛企業エリア

ランナー
サービス  

風船
工房

Photo Spot

寄付制でかわいいおしゃれな風船を

ご用意しています！

寄付制スペシャル風船

スペシャル風船配布所

スタンプラリー台紙
配布場所

風船配布&
返却場所

Face
Paint



お楽しみブース

お相撲さん広場
お相撲さんと一緒に遊ぼう！

風船広場
風船ダーツや風船輪投げで遊ぼう！

ペイント広場
かわいいフェイスペイントをして
マラソンを盛り上げよう！

PARACUP café
乾いたのどを潤すソフトドリンク、アルコール、
ホットドリンクをご用意しております！

一般社団法人メディミールズキッチン
独自の技術でおいしい低糖質スイーツを実現。
パティシエがと心を込めて丁寧にお作りしています。

CAFE RUNWAY  Produced by 野菜と藤原
心と体が喜び元気になる重ね煮を体験してください。

ら・マルキ&マルキパン
おいしい4種のドーナツと大人気カレーパンなどを
ご用意しています。

米粉パン稲虎
宮城県産のお米を使った、しっとりモチモチした食感の
米クロワッサン(米粉パン)はいかがですか？

FREUV（フリーヴ）の”飲む”紫外線対策
１粒のめば２時間程紫外線の影響を防いでくれる
サプリメントをプレゼント。

MEDALIST（メダリスト）
ランナーに嬉しい回復系サプリメントや補給食の
「メダリスト」シリーズとスープなどの食品のご案内。

FABIUSの「すっきりフルーツ青汁」
「すっきりフルーツ青汁」の試飲とサンプルプレゼント。

アロマでほぐし隊
スポーツアロマやストレッチで
疲れた筋肉をリラックスさせます。

日本カタタタキ協会
No カタタタキ, No LIFE！
楽しくカタタタキをさせていただきます。
スペシャルなカタタタキ券もプレゼント。

マイトレーナーズ
プロパーソナルトレーナーがランナー一人ひとりの
目標や悩みに合わせた、レッスンをしてくれるブースを
ご用意しております。

PARACUP郵便局
今日の思い出を誰かに届けよう！
支援先の子どもたちにも手紙を届けることができます。

スポーツアロママッサージ
資格を持つトレーナー達が、アロマオイルを使用し、
オリジナルメソットを用いた
スポーツ選手向けの施術を行います。

Polar Bear Trainer's Team
走る前のカラダのバランスチェック＆
パートナーストレッチを施術いたします。

飲
食

協
賛

チ
ャ
リ
テ
ィ

リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン

メイン会場ブース紹介
飲食やリラクゼーション、お楽しみのブースは寄付制に

なっています。

リラクゼーション

マッサージやストレッチで
ゴール後のつかれた体を癒そう！

※会場ではお釣り、両替はしておりま
せんので小銭のご準備をお願いい
たします。
※雨天時は、レイアウトが変更になる
可能性がございます。

※スタンプラリー台紙は「ニックネームゼッケン」
エリアにて配布いたします。

ステキなプレゼントがもらえる?！
わくわくスタンプラリー

PARACUP2018では、ランナーの方・ボランティ
アスタッフの方問わず、会場にお越しのすべて
の方々に楽しんでいただけるスタンプラリー
を開催。会場を巡ってスタンプを集めると
景品がもらえるかも？！

チャリティブース

PARACUP郵便局
今日の思い出を誰かに届けよう！支援先の子どもた
ちにも手紙を届けることができます。

※小さな贈り物はこちらの
ブースでお預かりいたし
ます。

支援先団体紹介ブース

認定特定非営利活動法人ソルト・パヤタス
フィリピンのお母さんの手刺しゅうタオル

カンボジア教育支援団体 ちょんれ～ん
行こう！なろう！カンボジア！

ドイツ国際平和村
平和村のマスコット・ハトのフリーダ塗り絵と、
絵本の読み聞かせ

PARASAIYO（パラサイヨ）
PARASAIYOのスポーツフェス紹介！

特定非営利活動法人
エイズ孤児支援NGO・PLAS
色鮮やかなアフリカ布でオリジナルヘアゴム作り体験

+one（プラスワン）
大切なひとに贈る☆飛び出すカードづくり

飲食ブース

バリエーション豊かな
食べ物や飲み物を
ご用意しています。

リラクゼーションブースリラクゼーションブース飲食ブース飲食ブース
支援先紹介
ブース

支援先紹介
ブース

支援先紹介
ブース

支援先紹介
ブース 協賛企業

ブース
協賛企業
ブース

協賛企業ブース協賛企業ブース

お楽しみ
ブース
お楽しみ
ブース

チャリティ
ブース
チャリティ
ブース Photo Spot

ふわふわ
ランド 相撲

縁日
Face
Paint

風船
工房

#カラフルな風船と
一緒に

写真を撮ろう！

ストレッチエリア



ガス橋

丸子橋
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キッズRUN（1km） リレーマラソン（2km/周） 親子RUN（400m）

ニックネーム

ニックネームを呼び合い

応援します！

折り返し

－コースマップ－
沿道ではPARACUP名物のハイタッチや

ニックネームでの応援でコースを盛り上げます！
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※スタートとゴール位置はメイン会場MAP
にてご確認ください。

古市場陸上競技場
START&GOAL

5km・10km
コースマップ

※1周5Kmのコースで、5Kmは1周し、10Kmは2周します。

ハイタッチでランナーとボラ

ンティアスタッフの心と心を

つなぎ、元気をチャージ！

疲れた時こそ手を差し

出してみよう！ 

ハイタッチ

子どもたちの写真付きの距離

表示を1kmごとに設置してい
ます。 走るごとに支援している
国の子どもたちに出会えます

距離表示

参加賞としてお渡しするTシャツは、
PARACUPを通してたくさんの笑
顔がつながるように、笑顔の輪が未

来へとつながるようにという想いを

込めたデザインのTシャツです。

PARACUP Tシャツ

パラカップでは、ランナーとボランティア

スタッフの皆様に、エールと感謝の気持

ちを込めたメッセージバナナをお渡しし

ています。メッセージバナナで

エ ネ ル ギ ー を

チャージして1日楽
しく過ごそう！

メッセージバナナ

書き損じ葉書、旧柄切手、

記念切手、

未使用テレフォンカードを

お預かりしています。

小さな贈り物

ゆき

ガス橋地点に給水所
を設けます。

（5kmの部：1.2km 4.0km地点）
（10kmの部：
1.2km,4.0km,6.2km,9.0km地点）

フィリピン

10km
カンボジア

5km



「PARACUPに

ご参加いただくことで
、

世界の子どもたちの

笑顔につながります
！」

PARACUPでは、大会運営を通じて得られた収益を、必要経費を除き、世界の子どもたちの教育・生活支援のために

贈っています。PARACUP2018では、子どもたちの教育・生活を支援している、以下6団体（支援先団体）を通して、世

界の子どもたちに贈ります。

皆様からお預かりした寄付金をどのように子どもたちのために役立てているかをご紹介します。

フィリピンのパヤタス、カシグラハンで子どもエンパワメント
事業、女性エンパワメント、スタディーツアー事業を行う団体
です。現在コミュニティの子どもたちに必要とされる、非認知
スキル向上支援を中心に活動を行っております。

認定特定非営利活動法人ソルト・パヤタス

フィリピン 

寄付金の使用予定

フィリピンの貧困家庭の子どもたちの学費・学用
品、子ども図書館でのライフスキルワークショップ
費等、教育支援資金として活用させて頂きます。

ドイツ国際平和村は「危機的状況にある国や地域に暮らす、
母国での治療が困難なケガや病気を抱えた子どもたちへの
医療援助活動」「現地の医療状況改善を目指すプロジェクト
活動」「平和教育活動」に取り組んでいるドイツのNGOです。

ドイツ国際平和村

寄付金の使用予定

ドイツにおける子どもたちへの医療援助活動の
ための費用、また、子どもたちの母国の医療状況
改善のための費用（基礎健康診療所の建設など）
の一部に充てさせていただく予定です。

アフガニスタン アンゴラ

タジキスタン

ウズベキスタン

フィリピンの児童養護施設の子どもたちの進学支援をするほ
か、毎年、現地を訪問し、心の通った支援を継続しています。

PARASAIYO（パラサイヨ）

フィリピン 

寄付金の使用予定

私たちの支援先であるフィリピンの児童養護施
設（CMSP）の運営資金と、そこで生活する子ども

たちの生活支援および大学への進学資金として
大切に活用させていただきます。

私たちは、フィリピンの児童養護施設とカンボジアの孤児院
の子どもたちをサポートしています。様々なチャリティーイベ
ントを行い、経費を除く金額を寄付すると共に、毎年子どもた
ちに会いに行き互いに交流するツアーも大切にしています。

+one（プラスワン）

寄付金の使用予定
カンボジアの孤児院「クルサー・リッリエイ」とフィ

リピンの児童養護施設「CMSP」の子どもたちの

生活費や学費として、また、子どもたちの夢を叶
える企画にも使用します。

カンボジアフィリピン 

ボランティアスタッフの
皆様のおかげです

PARACUPは、ボランティアスタッフの皆様に支えら
れているチャリティーランニング大会です。
受付や給水、距離表示など、ボランティアスタッフ一人

ひとりの活動が大会を支えています。
手と手を合わせるハイタッチとゼッケンに書かれたニッ

クネームでの声援が、ランナー皆様の背中を押します。
そして、ランナーとボランティアスタッフの笑顔の交流

が、世界の子どもたちにつながります。

ゲストランナー

大会を盛り上げてくださるPARACUPゲストランナー
の皆様をご紹介します。

ミスター・ワールド2016日本代表チーム
の一人として国内外で活動。俳優としては
ドラマ、映画などに出演。舞台は10数本
経験しているが、ロミオ役、ハムレット役
など、初舞台からほぼ全て主演をつとめ
ている。

安藤 慶一 さん

中央大学陸上競技部の短距離コーチを
務め、オリンピック選手を輩出。テレビや
CMにも出演し活躍。ミスター・ワールド・
ジャパン2015特別賞を受賞。

井原 直樹 さん

知る人ぞ知るランコーチ。体型別の走り
方「骨格ランニング®」は、初級者から日
本代表クラスにも大好評。みなさんの軽
快な走りを応援します！

鈴木 清和 さん

“カンボジアの子どもたちの教育環境を充実させ将来の可能
性を広げる”事を目的として、カンボジアにある語学学校に通
う子どもたちが暮らすシェアハウスの維持や子どもたちがよ
り充実して学べるように支援活動を行っています。

カンボジア教育支援団体 ちょんれ～ん

寄付金の使用予定

カンボジアにある語学学校に通う生徒が暮らすシェ

アハウスの維持費用に充てることでさらに充実し
た教育環境を築いていきたいと考えております。

カンボジア

ケニア共和国、ウガンダ共和国で「HIV/エイズによって影響を
受ける子どもたちが未来を切り拓ける社会を実現する」こと
を目指し、エイズ孤児を抱えたシングルマザー家庭の生計向
上事業などに現地団体と共に取り組んでいます。

特定非営利活動法人エイズ孤児支援NGO・PLAS

寄付金の使用予定
ウガンダ共和国で、貧困下にあるHIV 陽性シング

ルマザーを対象にカフェビジネスの運営をサ
ポートし、彼女たちが養うエイズ孤児が学校に継
続して通えるよう支援します。

ケニア ウガンダ


