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2011年5月12日
株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ

第1回

 

RUN and BIKE in MOTEGI ＆第8回

 

もてぎ7時間エンデューロ
合同開催

 

powered by ウイダーinゼリー
のご案内

森の中のモビリティテーマパーク

 

ツインリンクもてぎ（栃木県茂木町）は、このたびの東日本大震災により

開催延期となりました第1回RUN and BIKE in MOTEGI powered by

 

ウイダーinゼリーと、毎年秋に開催しております

 

自転車耐久イベント第8回もてぎ7時間エンデューロ

 

powered by

 

ウイダーinゼリーを、10月29日（土）～30日（日）に

 

合同開催いたします。

駅伝とマラソンのランカテゴリーや、エンデューロ種目が盛りだくさんのバイクカテゴリーに加え、人気カテゴリーの

 

もてぎ7時間エンデューロのほか、新たにキッズレースやスプリントレースを追加しており、ベテランアスリートから

キッズ、ファミリーまで、幅広い方にお楽しみいただけます。

2011年 秋、大型イベント合同開催！

開催概要
イベント名称：

 

第1回

 

RUN and BIKE in MOTEGI

 

＆

 

第8回

 

もてぎ7時間エンデューロ

 

合同開催
powered by

 

ウイダーinゼリー
開催日程：

 

2011年10月29日（土）～10月30日（日）
主催：

 

RUN and BIKE in MOTEGI実行委員会
会場：

 

ツインリンクもてぎ

 

栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1
エントリー募集期間：

 

2011年8月1日（月）～10月2日（日）
エントリー方法：

 

下記、オフィシャルウェブサイトよりエントリーいただけます。
http://runandbike.jp/rbinmotegi

タイトルスポンサー：

 

ウイダーinゼリー
協賛：

 

株式会社ユナイテッドアローズ/株式会社シマノ

 

/JTBスポーツステーション/株式会社モビリティランド
後援：

 

茂木町/茂木町教育委員会/茂木町体育協会/社団法人自転車協会
社団法人日本トライアスロン連合/ J SPORTS /ターザン/とちぎテレビ

協力：

 

栃木県自転車競技連盟/茂木町体育指導員/栃木県立茂木高等学校

魅力と特徴

■ランとバイク（自転車）の同時開催！

最も手軽な生涯スポーツである『RUN and BIKE』。

ランとバイクを愛するひとたちが一同に会する、日本初のランと

バイクの大型イベントを同時開催いたします。

ロードコースとオーバルコース。独立した２つのコースを併せ持つ

ツインリンクもてぎだからこそ実現可能なフェスティバルが誕生いたします。

■人気の『7時間エンデューロ』！

バイクカテゴリーでは、もてぎ7時間エンデューロの『7時間エンデューロ』。

そしてたくさんのお客様からご要望いただいた「キッズレース」、

「4.8kmスプリント」を新たに追加いたしました。

■ランカテゴリーを追加！

ランカテゴリーでは、豊かな里山の自然に囲まれたフィールド

 

ハローウッズで

開催される「トレイルラン」のほか、「キッズマラソン（2.4km）」

「5kmマラソン」を新たに追加いたしました。
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■仲間・家族と忘れられない思い出を 
『RUN and BIKE』のコンセプトは“仲間と楽しむ！”。 

ランカテゴリーでは仲間とタスキをつないでゴールを目指す駅伝。 

バイクカテゴリーでは定められた時間を思う存分 

仲間と走るエンデューロを開催いたします。 

仲間や家族と同じ汗をかき、ゴールの喜びをともに体験いただけます

■国際レベルのサーキットを走る 
ツインリンクもてぎはインディカー・シリーズやMotoGP世界選手権 

シリーズなどが開催される国際レーシングコース。 

コース幅も広く走りやすいため、初心者でも安全に走行していただけます。

国際レベルのツインリンクもてぎを思う存分楽しむのも本大会の醍醐味です。

 

 

 

 

■自然を満喫 
ツインリンクもてぎは茂木の豊かな里山の自然に囲まれた施設。 

里山の澄んだ空気と雄大な景色を満喫しながら思う存分走る喜びを 

感じていただけます。 

 

 

 

 

 

 

■RUN and BIKE 体験 
サイクリング経験がないランナーや、ランニング経験がないサイクリスト

にお互いの魅力をもっと知っていただくため、無料自転車試乗会や 

ファンランイベントを実施いたします。ランナーが自転車試乗会を、 

サイクリストがファンランイベントを体験することで、それぞれに 

普段と違う楽しさを体験いただけます。 

■サイクルバザール＆抽選会 
レースの合間には、お買い得商品やレアなグッズが満載の 

バザール巡りをお楽しみいただけます。 

また表彰式の後は抽選会を実施。バラエティに富んだ賞品が 

続々登場予定です。 
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本格的に、マイペースに、それぞれの楽しみ方が満喫できる
ランとバイクの多彩なプログラム！

本大会は、“仲間と楽しむ”をコンセプトとした、仲間・親子と一緒にゴールを目指すランカテゴリー〔駅伝・マラソン〕と 
バイクカテゴリー〔エンデューロ〕がメインです。 
ランもバイクも順位を気にせずマイペースで走ることができるので、ご家族や職場の仲間との楽しい思い出作りにピッタリです。
また、ランカテゴリーでは思う存分走りたいという方にハーフマラソンもご用意しております。 

 種目解説  

10月29日（土） 大会1日目 【ラン】 

●ショート駅伝 
ランニングの楽 しさ、チームワークの大 切 さを実 感 できる「ショート駅 伝 」を開 催 。 

中 学 生 以 上 の男 女 4名 で合 計 14.8km/4区 間 をタスキでつなぎます。 

ランナーはもちろん、普 段 ランニングされていない方 でも気 軽 に参 加 できる 

手 頃 な距 離 設 定 です。 

会 社 の仲 間 やご家 族 といっしょに汗 をかいて楽 しい思 い出 をつくりましょう。 

 

● キッズマラソン・親子ペアマラソン 
5kmマラソン・10kmマラソン・10kmトレイルラン     
ハーフマラソン 

「キッズマラソン」ではオーバルコース一周（2.4km）を競い、「親子ペアマラソン」では 

親子一緒にオーバルコースを一周走ります。「5km・10km・ハーフマラソン」では 

オーバルコースと外周道をジョイントした特設コースを思う存分走ることができます。 

ハローウッズでの「10kmトレイルラン」では、初めての方でも参加しやすいコース設定で、 

トレイルランデビューとしてもおすすめです。 

カテゴリー 参加資格 区間・距離 1区 2区 3区 4区 参加料金（円）

ショート・一般 中学生以上 4区間・14.8km 5km 2.4km 2.4km 5km 10,000

カテゴリー 参加資格 参加料金（円）

キッズ（2.4km） 小学生 1,500

親子ペアマラソン（2.4km） 小学生・親子 3,000

中学生 2,000

高校生以上 3,000

10kmマラソン 高校生以上 3,000

10kmトレイルラン 高校生以上 3,500

ハーフマラソン 高校生以上 4,000

■ 駅　伝

■ マラソン

5kmマラソン
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10月29日（土） 大会1日目 【バイク】 

●レースデビュー1時間エンデューロ 
キッズレース（1.5km・4.8km） 
48kmスプリント 

小学生低学年は1.5kmの西ショートコース、高学年は本格的な4.8kmのロードコースを競う 

「キッズレース」を開催。また、全くの初心者でもサーキットサイクルをお楽しみいただける 

ように「レースデビュー1時間エンデューロ」も開催いたします（事前にクリニックを行います）。

本格的なサーキットロードレースを楽しめる「48kmスプリントレース」も新しく追加されました。

 
●4時間・６時間エンデューロ 

4時間、6時間でサーキットを何周できるか挑む、エンデューロイベント。「4時間」 

クラスはロード、MTB、クロスバイク&ミニ、ママチャリの車種別クラスのほか、ファミリーや

男女混合といったメンバー構成による部門があります（一部の種目を除き、ソロでもご参加 

いただけます）。「6時間」クラスはロードオープンとMTB他オープンの2部門です。 

参加料金（円）
1名

なし 小学生以上 制限なし 4,000

参加料金（円）
1名

1.5km 低学年 制限なし 2,000

4.8km 高学年 制限なし 3,000

参加料金（円）
1名

なし 高校生以上 制限なし 7,000

ソロ チーム 1名 2名 3名 4名

ロード・マウンテン・

クロスバイク・ミニ

ロード・マウンテン・

クロスバイク・ミニ

ファミリー
小学生以上・親

子
制限なし - ○ 18,000 21,000

ソロ チーム 1名 2名 3名 4名 5名

ロードバイク・マウンテン

クロスバイク・ミニ

45,000

21,000 26,000

MTB他オープン 小学生以上
マウンテンバイク・ミニ・

前かご付ママチャリ
11,000 21,000 30,000 38,000

24,000 30,000

9,000 17,000 24,000 30,000

OPEN

OPEN

9,000 17,000

■ 6時間エンデューロ

ママチャリ 小学生以上 前かご付ママチャリ 8,000 15,000

参加料金（円）

ロードオープン 小学生以上 ○ ○ 11,000 21,000 30,000 38,000 45,000

カテゴリー 参加資格 使用自転車
エントリー内容

クロスバイク・ミニ 小学生以上 クロスバイク・ミニ

MTB 小学生以上 マウンテンバイク

17,000 24,000 30,000ロード男女混合
小学生以上・男

女
- ○

エントリー内容 参加料金（円）

ロードオープン 小学生以上 ○ ○ 9,000 17,000 24,000 30,000

■ レースデビュー1時間エンデューロ

カテゴリー 参加資格 使用自転車

■ キッズレース

カテゴリー 参加資格 使用自転車

OPEN

OPEN

■ 48kmスプリント（10周）

カテゴリー 参加資格 使用自転車

■ 4時間エンデューロ

カテゴリー 参加資格 使用自転車
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10月30日（日） 大会2日目 【バイク】 

●5時間・7時間・8時間エンデューロ、150分エンデューロ 

5時間、7時間、8時間でサーキットを何周できるかに挑む、 

エンデューロイベント。大会1日目より時間設定が長く、 

思う存分走りたい方におすすめです。「5時間」クラスはロード、MTB、 

クロスバイク&ミニ、ママチャリの車種別クラスのほか、 

ファミリーや男女混合といったメンバー構成による部門があります 

（一部の種目を除き、ソロでもご参加いただけます）。 

「7時間」「8時間」クラスはロードオープンとMTB他オープンの2部門です。 

また、幅広い方にお楽しみいただけるように、リカンベントや 

ハンドサイクルを使用した 150 分エンデューロを開催いたします。 

ソロ チーム 1名 2名 3名 4名 5名
ロード・マウンテン・
クロスバイク・ミニ

ロード・マウンテン・
クロスバイク・ミニ

ファミリー 小学生以上・親子 制限なし - ○ 21,000 26,000 30,000

ソロ チーム 1名 2名 3名 4名 5名 6名
ロード・マウンテン・
クロスバイク・ミニ

ソロ チーム 1名 2名 3名 4名 5名 6名
ロード・マウンテン・
クロスバイク・ミニ

ソロ チーム 1名 2名 3名 4名

35,000

MTB他オープン 小学生以上
マウンテンバイク・ミニ・

前かご付ママチャリ
13,000 24,000 34,500 44,000 52,500

9,000 24,000 30,000

34,000

前かご付ママチャリ

OPEN

60,000

60,000

24,000 34,500 44,000 52,500

カテゴリー 参加資格 使用自転車
エントリー内容

ママチャリ 小学生以上

10,000 19,000

MTB 小学生以上 マウンテンバイク 10,000 19,000

クロスバイク・ミニ

40,000

参加料金（円）

小学生以上 クロスバイク・ミニ 40,000

27,000 34,000 40,000

27,000

17,000

34,000 40,000

ロード男女混合 小学生以上・男女 - ○ 19,000 27,000 34,000

○ 10,000 19,000 27,000

参加料金（円）

■ 5時間エンデューロ

カテゴリー 参加資格 使用自転車
エントリー内容 参加料金（円）

ロードオープン 小学生以上 ○

34,500 44,000ロードオープン 小学生以上 ○ ○ 52,500 60,000

MTB他オープン 小学生以上
マウンテンバイク・ミニ・

前かご付ママチャリ
13,000 24,000 34,500

13,000 24,000

44,000 52,500 60,000

■ 150分エンデューロ

■ 8時間エンデューロ

ロードオープン 小学生以上 ○ ○ 13,000

カテゴリー 参加資格 使用自転車
エントリー内容

11,000 15,000 20,000

OPEN

リカンベント 小学生以上 OPEN

参加料金（円）

ハンドサイクル 小学生以上 ハンドサイクル 6,000 11,000

車椅子レーサー 小学生以上

15,000 20,000

リカンベント

6,000 11,000 15,000 20,000

6,000

車椅子レーサー

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

■ 7時間エンデューロ

カテゴリー 参加資格 使用自転車
エントリー内容
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■第1回RUN and BIKE in MOTEGI ＆第8回もてぎ7時間エンデューロ

 

合同開催
powered by

 

ウイダーinゼリーの情報
Run and BIKE in MOTEGIオフィシャルウェブサイト

 

：

 

http://runandbike.jp/rbinmotegi
もてぎ7時間エンデューロオフィシャルウェブサイト

 

：

 

http://motegi7h.powertag.jp/

■本大会に関するお問い合わせ先
RUN and BIKE in MOTEGI大会事務局（月～金10：00～17：00）※祝日除く
E-mail

 

：

 

rbinmotegi@runandbike.jp

 

TEL：03-6435-4374      FAX：03-6435-4376 

10月29日（土） 大会1日目 【ラン】 
10月30日（日） 大会2日目 【バイク】 

●KING of RUN and BIKE 

大会1日目の「ハーフマラソン」、大会2日目の「5時間エンデューロ」の両方のリザルトで競うポイント制レース。 

ランもバイクも両方楽しみたい方にはぴったりのレースです。 

ソロ チーム 1名 2名 3名
ロード・マウンテン・

クロスバイク
ロード・マウンテン・

クロスバイク

■ KING of RUN and BIKE

カテゴリー 参加資格 使用自転車
エントリー内容 参加料金（円）

一般 高校生以上 ○ ○ 13,000 25,000 36,000

男女混合 高校生以上 - ○ 13,000 25,000 36,000
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