
・離れた仲間とチームを組もう！ ●１チーム４人
・異なった場所と時間に！ ●4人で20km（5km×4人）
・チームで盛り上がりましょう！ ●4人で40km（10km×4人）
・お一人様でも参加できます！（4人集まらなくてもOK/事務局にて編成） ●専用スマホアプリ

■開催日：2021年6月19日(土)～7月11日(日)
■申込期間：2021年4月28日(水)～6月30日(木)

■参加賞	※写真と最終仕様が異なる場合があります

　（準備中です）

■副賞 　各部門１位

■大会要項
【大 会  名】 第２回 World Online EKIDEN 2021 Summer
【概　　　要】　 離れた場所の仲間とチームを組んで参加する新しい駅伝

参加者各自にて走行後に、専用アプリより主催者にタイム等を申告していただきます
【コ　 ー　ス】 参加者が自分のお好きなコースで指定の距離を走っていただきます
【主　　　催】　 ワールドオンラインEKIDEN大会実行委員会
【企画運営】　 株式会社ＳＳＤ・ジャパン
【賞品協力】
【開催期間】　 2021年6月19日 ～ 7月11日
【申込期間】 2021年4月28日 ～ 6月30日

【申込方法】 エントリーサイトから募集します。エントリーの後、イベント開始日までに事務局よりナンバーを付与いたします
モシコム:  https://moshicom.com/53879/
スポーツエントリー:  準備中

【参加資格】 参加当日18歳以上の健康な男女
【種　　　目】 ①４人で20ｋｍ（５ｋｍ×４人）②４人で40ｋｍ（１０ｋｍ×４人）の合計タイムを競います
【部　　　門】 男子の部、女子の部、混合の部（女子１名以上）　
【募集定員】 なし
【参 加  費】 １チーム　￥8,800（①代表者が一括してお支払い　②個人のお支払いは\2,200です)

※チーム参加で各人お支払の場合：必ず4人チームを結成してから、チーム名を入れてエントリーしてください
※4人チームが集まらない方：お一人様でもエントリーが可能です（チーム名は事務局にて決定します）

【参 加　賞】 フロントポケット付きサコッシュ（締め切り後の発送となります）
【表　　　彰】 チーム単位：１位から３位
【競技ルール】 各種目とも、日付をまたがずに開催期間中の一日以内で走ってください（４人が同じ日でなくてもよい）

集計は主催者にて実施します　
【今後の予定】 ９月、１２月開催予定

https://live.sporthive.com/event/10561

※ 上記URLもしくは、QRコードからダウンロードしてください

↓
「World Online EKIDEN」を検索してください

離れた仲間とオンラインでタスキをつなぐ

第２回

～心のタスキを掛け合おう！～
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				　　　・離れた仲間とチームを組もう！						●１チーム４人

				　　　・異なった場所と時間に！						●4人で20km（5km×4人）

				　　　・チームで盛り上がりましょう！						●4人で40km（10km×4人）

				　　　・お一人様でも参加できます！（4人集まらなくてもOK/事務局にて編成） ヒトリ サマ サンカ																●専用スマホアプリ センヨウ



				　■開催日：	2021年6月19日(土)～7月11日(日) ツチ ニチ

				　■申込期間：2021年4月28日(水)～6月30日(木) キカン スイ モク



				  ■参加賞 ※写真と最終仕様が異なる場合があります サンカショウ シャシン サイシュウ シヨウ コト バアイ





																												修正済み シュウセイ ズ

																								　　（準備中です） ジュンビ ナカ

																												修正済み シュウセイ ズ

																		https://live.sporthive.com/event/10561



				  														※ 上記URLもしくは、QRコードからダウンロードしてください ジョウキ

				  ■副賞 　各部門１位 フクショウ カクブモン イ														↓

																		「World Online EKIDEN」を検索してください ケンサク

				■大会要項 タイカイ



				【大 会  名】 ダイ カイ ナ		第２回 World Online EKIDEN 2021 Summer ダイ カイ

				【概　　　要】　		離れた場所の仲間とチームを組んで参加する新しい駅伝 エキデン

						参加者各自にて走行後に、専用アプリより主催者にタイム等を申告していただきます

				【コ　 ー　ス】		参加者が自分のお好きなコースで指定の距離を走っていただきます ス シテイ ハシ

				【主　　　催】　		ワールドオンラインEKIDEN大会実行委員会

				【企画運営】　		株式会社ＳＳＤ・ジャパン

				【賞品協力】 ショウヒン

				【開催期間】　		2021年6月19日 ～ 7月11日 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ

				【申込期間】		2021年4月28日 ～ 6月30日 ネン ツキ ヒ ガツ ニチ



				【申込方法】 モウシコミ		エントリーサイトから募集します。エントリーの後、イベント開始日までに事務局よりナンバーを付与いたします ジムキョク

						モシコム:  https://moshicom.com/53879/

						スポーツエントリー:  準備中 ジュンビチュウ

				【参加資格】 サンカ シカク		参加当日18歳以上の健康な男女

				【種　　　目】		①４人で20ｋｍ（５ｋｍ×４人）②４人で40ｋｍ（１０ｋｍ×４人）の合計タイムを競います ニン ニン

				【部　　　門】		男子の部、女子の部、混合の部（女子１名以上）　　

				【募集定員】 テイイン		なし

				【参 加  費】		１チーム　￥8,800（①代表者が一括してお支払い　②個人のお支払いは\2,200です) ダイヒョウシャ イッカツ シハラ コジン シハラ

						※チーム参加で各人お支払の場合：必ず4人チームを結成してから、チーム名を入れてエントリーしてください サンカ カクジン シハライ バアイ ナ イ

						※4人チームが集まらない方：お一人様でもエントリーが可能です（チーム名は事務局にて決定します） ニン アツ カタ ヒトリ サマ カノウ メイ ジムキョク ケッテイ

				【参 加　賞】		フロントポケット付きサコッシュ（締め切り後の発送となります） ツ シ キ ゴ ハッソウ

				【表　　　彰】		チーム単位：１位から３位

				【競技ルール】		各種目とも、日付をまたがずに開催期間中の一日以内で走ってください（４人が同じ日でなくてもよい）

						集計は主催者にて実施します　

				【今後の予定】 コンゴ ヨテイ		９月、１２月開催予定 ツキ ツキ カイサイ ヨテイ



離れた仲間とオンラインでタスキをつなぐ　



第２回

～心のタスキを掛け合おう！～


Summer

https://live.sporthive.com/event/10561
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				　　　・離れた仲間とチームを組もう！						●１チーム４人

				　　　・異なった場所と時間に！						●4人で20km（5km×4人）

				　　　・チームで盛り上がりましょう！						●4人で40km（10km×4人）

				　　　・お一人様でも参加できます！（4人集まらなくてもOK/事務局にて編成） ヒトリ サマ サンカ																●専用スマホアプリ センヨウ



				　■開催日：	2021年6月19日(土)～7月11日(日) ツチ ニチ

				　■申込期間：2021年4月28日(水)～6月30日(木) キカン スイ モク

				  ■参加賞 ※写真と最終仕様が異なる場合があります サンカショウ シャシン サイシュウ シヨウ コト バアイ







																												修正済み シュウセイ ズ

																								　　（準備中です） ジュンビ ナカ

																												修正済み シュウセイ ズ

				  ■スポーツマスクを進呈      提供：ミツフジ株式会社 シンテイ

				　　　・各部門1位のチーム カクブモン イ														https://live.sporthive.com/event/10561												  ■スポーツマスクを各部門１位とエントリーされた方から抽選で10名に進呈 カク ブモン イ カタ チュウセン メイ シンテイ

				　　　・エントリーした方から抽選で10名（開催中にモニターしていただきます） カイサイチュウ

				　　　・終了後アンケートにお答えいただいた方から抽選で10名 シュウリョウ ゴ コタ カタ チュウセン メイ														※ 上記URLもしくは、QRコードからダウンロードしてください ジョウキ

																		↓

																		「World Online EKIDEN」を検索してください ケンサク





				■大会要項 タイカイ



				【大 会  名】 ダイ カイ ナ		第２回 World Online EKIDEN 2021 Summer ダイ カイ

				【概　　　要】　		離れた場所の仲間とチームを組んで参加する新しい駅伝 エキデン

						参加者各自にて走行後に、専用アプリより主催者にタイム等を申告していただきます

				【コ　 ー　ス】		参加者が自分のお好きなコースで指定の距離を走っていただきます ス シテイ ハシ

				【主　　　催】　		ワールドオンラインEKIDEN大会実行委員会

				【企画運営】　		株式会社ＳＳＤ・ジャパン

				【賞品協力】 ショウヒン		ミツフジ株式会社 カブシキカイシャ

				【開催期間】　		2021年6月19日 ～ 7月11日 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ

				【申込期間】		2021年4月28日 ～ 6月30日 ネン ツキ ヒ ガツ ニチ



				【申込方法】 モウシコミ		エントリーサイトから募集します。エントリーの後、イベント開始日までに事務局よりナンバーを付与いたします ジムキョク

						モシコム:  https://moshicom.com/53879/

						スポーツエントリー:  準備中 ジュンビチュウ

				【参加資格】 サンカ シカク		参加当日18歳以上の健康な男女

				【種　　　目】		①４人で20ｋｍ（５ｋｍ×４人）②４人で40ｋｍ（１０ｋｍ×４人）の合計タイムを競います ニン ニン

				【部　　　門】		男子の部、女子の部、混合の部（女子１名以上）　　

				【募集定員】 テイイン		なし

				【参 加  費】		１チーム　￥8,800（①代表者が一括してお支払い　②個人のお支払いは\2,200です) ダイヒョウシャ イッカツ シハラ コジン シハラ

						※チーム参加で各人お支払の場合：必ず4人チームを結成してから、チーム名を入れてエントリーしてください サンカ カクジン シハライ バアイ ナ イ

						※4人チームが集まらない方：お一人様でもエントリーが可能です（チーム名は事務局にて決定します） ニン アツ カタ ヒトリ サマ カノウ メイ ジムキョク ケッテイ

				【参 加　賞】		フロントポケット付きサコッシュ（締め切り後の発送となります） ツ シ キ ゴ ハッソウ

				【表　　　彰】		チーム単位：１位から３位

				【競技ルール】		各種目とも、日付をまたがずに開催期間中の一日以内で走ってください（４人が同じ日でなくてもよい）

						集計は主催者にて実施します　

				【今後の予定】 コンゴ ヨテイ		９月、１２月開催予定 ツキ ツキ カイサイ ヨテイ



離れた仲間とオンラインでタスキをつなぐ　



第２回

～心のタスキを掛け合おう！～


Summer

https://live.sporthive.com/event/10561

元

				 今まで無かったイベントが誕生！　

						　　　　　　～心のタスキを掛け合おう！～

				　　・離れた仲間とチームを組もう！						●１チーム４人

				　　・異なった場所と時間に！						●4人で20km（5km×4人）

				　　・チームで盛り上がりましょう！						●4人で40km（10km×4人）

				　　・参加賞有り サンカ ショウ ア						●4人集まらなくてもOK（事務局編成） ニン アツ ジムキョク ヘンセイ

																						　　●専用スマホアプリ センヨウ

				　■開催日：	2021年6月26日～7月19日

				　■申込期間：2021年4月20日～6月20日



				  ■参加賞 ※写真と最終仕様が多少異なる事があります。 サンカショウ シャシン サイシュウ シヨウ タショウ コト コト









																				https://live.sporthive.com/event/10160

																		※ 上記URLもしくは、QRコードからダウンロードしてください ジョウキ

				  ■入賞賞品、抽選品 ニュウショウ ショウヒン チュウセン ヒン														↓

																		                                                                          「World Online EKIDEN」を検索してください ケンサク







				■大会要項 タイカイ



				【大 会  名】 ダイ カイ ナ		第２回 World Online EKIDEN ２０２１ ダイ カイ

				【概　　　要】　		離れた場所の仲間とチームを組んで参加する新しい駅伝 エキデン

						参加者各自にて走行後に、専用アプリより主催者にタイム等を申告していただきます

				【コ　 ー　ス】		参加者が自分の得意コースで指定の距離を走っていただきます シテイ ハシ

				【主　　　催】　		ワールドオンラインEKIDEN大会実行委員会

				【企画運営】　		株式会社ＳＳＤ・ジャパン

				【賞品協力】 ショウヒン

				【企画協力】 キカク

				【開催期間】　		2021年6月26日 ～ 7月19日 ネン ガツ ニチ ガツ ニチ

				【申込期間】		2021年4月20日 ～ 6月20日 ネン ツキ ヒ ガツ ニチ



				【申込方法】 モウシコミ		エントリーサイトから募集します。エントリーの後、イベント開始日までに主催者よりナンバーを付与いたします

						モシコム: 

						スポーツエントリー: 

				【参加資格】 サンカ シカク		参加当日18歳以上の健康な男女

				【種　　　目】		①４人で20ｋｍ（５ｋｍ×４人）②４人で40ｋｍ（１０ｋｍ×４人）の合計タイムを競います ニン ニン

				【部　　　門】		男子の部、女子の部、混合の部（女子１名以上）　　

				【募集定員】 テイイン		なし

				【参 加  費】		１チーム　￥8,800（①代表者が一括してお支払い　②個人のお支払いは\2,200です) ダイヒョウシャ イッカツ シハラ コジン シハラ

						※チーム参加で各人お支払の場合：必ず4人チームを結成してから、チーム名を入れてエントリーしてください サンカ カクジン シハライ バアイ ナ イ

						※4人チームが集まらない方：お一人様、お二人様、三人様でもエントリーが可能です。 ニン アツ カタ ヒトリ サマ フタリ サマ サンニン サマ カノウ

						　　お支払いも個人でできます。チーム名は事務局にて決めさせていただきますが、 シハラ コジン メイ ジムキョク キ

						　　お二人様、三人様が同じチームとして参加される場合は、共通のチーム名を作ってエントリーしてください サマ

				【参 加　賞】		              （締め切り後の送付となります） シ キ ゴ ソウフ

				【表　　　彰】		チーム単位：１位から３位

				【競技ルール】		各種目とも、日付をまたがずに開催期間中の一日以内で走ってください（４人が同じ日でなくてもよい）

						集計は主催者にて実施します　

				【今後の予定】 コンゴ ヨテイ		９月、１２月開催予定 ツキ ツキ カイサイ ヨテイ



離れた仲間とオンラインで襷を繋ぐ　



第２回

https://live.sporthive.com/event/10160

ﾓｼｺﾑ用

















				　　・離れた仲間とチームを組もう！						●１チーム４人

				　　・異なった場所と時間に！						●4人で20km（5km×4人）

				　　・チームで盛り上がりましょう！						●4人で40km（10km×4人）

				　　・お一人様でも参加できます！（4人集まらなくてもOK/事務局にて編成） ヒトリ サマ サンカ





～心のタスキを掛け合おう！～


第２回
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