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『マニュライフ生命 わくわくチャリティラン 2012 駅伝 & ハーフマラソン in 味スタ』

ゲストランナーに元シンクロナイズドスイミング日本代表 青木愛さんが登場！
「振付稼業 air:man」振付、監修によるダンスイベントの開催、
ヘブンアーティストの出演等 楽しい企画も充実
～2012 年 5 月 19 日(土) 味の素スタジアム～
マニュライフ生命保険株式会社（代表執行役社長兼 CEO クレイグ・ブロムリー、本社：東京都調布市）が特別協賛をする
『マニュライフ生命 わくわくチャリティラン 2012 駅伝 ＆ ハーフマラソン in 味スタ』（主催：TOKYO MX、（株）東京スタジア
ム）に元シンクロナイズドスイミング日本代表の青木愛さんが登場いたします。当日は、ハーフマラソンやファンランなどでゲ
ストランナーとして参加者の応援をする予定です。
さらにヘブンアーティストや地元調布市の中学生によるパフォーマンスの他、会場の味の素スタジアムでのフリーマーケッ
トも同時開催され、子どもから大人まで楽しめる充実した内容となっています。また、数々の人気 CM や PV などの振り付け
を手掛けるユニット『振付稼業 air:man』振付、監修による子どもたちとのダンスイベントも予定しています。
同チャリティランは、2008 年の開催から今年で 5 回目を迎えます。参加者は年々増加し、昨年は雨天の開催にも関わら
ず 6500 名の一般ランナーの方々が参加されました。また、今回から新たにエイジ部門別の個人ハーフマラソン（21.0975 キ
ロ）が加わり、全 5 種目となります。（詳細は次頁参照）
その他、昨年に引き続き、2013 年のボストンマラソン特別出場資格が与えられる抽選会も実施予定です。
なお、参加者の皆様からお預かりした募金は、赤い羽根の中央共同募金会を通じて、被災地の子どもたちを支援する活
動に充てられます。

ゲストランナー
元シンクロナイズドスイミング日本代表
青木愛さん

ダンスイベント振付講師
振付稼業 air:man

ゲス ト プ ロ フ ィ ー ル
・青木愛さん

1985 年 5 月 11 日生まれ。2006 年シンクロナイズドスイミングワールドカップで日本チームの銀メダル獲
得に貢献。2008 年には北京オリンピックへ出場し、水の神｢龍神｣をテーマにした演技を披露。2008 年
の引退後は、シンクロの普及活動および京都踏水会にてシンクロの指導を行う傍ら、身長 173cm の抜
群のプロポーションと端正なマスクを生かし、モデルやタレント、レポーターなどマルチに活躍。2011 年・
2012 年には東京マラソンを完走、ロードバイクにもチャレンジするなど、精力的に活動の幅を拡げている。
日本テレビ「Oha!4」にてスポーツキャスターとしてレギュラー出演中。

・振付稼業 air:man

1996 年 9 月旗上げされたダンスを推進する演劇集団 air:man の主宰、杉谷一隆が菊口真由美に
呼び掛け、2004 年新たに立ち上げた複数人数からなる業界初の振付ユニット。その名も『振付稼業
air:man』。彼らの売り言葉は「動くものなら何でも振付けます!! 」。2008 年 『UNIQLOCK』にて 世 界 三
大広告賞「カンヌ国際広告祭」「One Show」「クリオアワード」のすべてでグランプリを受賞。また、その他
国内外各種の広告賞を多数受賞。職人としての振付によるエンターテイメントなダンスを提供すべく、
CM・PV・映画・舞台・イベント・ワークショップ等、様々な場において日々奮闘中。
＜代表作＞
【CM】グリコ「Pocky」、アサヒ「十六茶」など
【PV】きゃりーぱみゅぱみゅ「PONPONPON」、木村カエラ「Ring a Ding Dong」など
【ＴＶ】NHK「おかあさんといっしょ」、テレビ東京「ピラメキーノ」
今春より、歴史をミュージカルで語る新番組 NHK-E テレ「歴史にドキリ」の振付、監修を担当！

第 5 回 『マニュライフ生命 わくわくチャリティラン 2012 駅伝 ＆ ハーフマラソン in 味スタ』 概要
大会名
開催日・会場
受付開始時間

『マニュライフ生命わくわくチャリティラン 2012 駅伝 ＆ ハーフマラソン in 味スタ』
2012 年 5 月 19 日（土）・味の素スタジアム / 武蔵野の森公園特設コース
ハーフ駅伝・ハーフマラソン＝8:00～9:30
ファンラン＝10:00～12:30

部門 / 定員
【ハーフ駅伝部門】
■男子の部・女子の部・混成の部（中学生以上）※定員に達したため、受付を締め切りました。
[定員] 700 チーム 2800 人
【ハーフマラソン部門】
【個人ハーフマラソン部門】（5.274km×4 周回）※定員に達したため、受付を締め切りました。
エイジ部門別 | 男子の部・女子の部（高校生以上）
※エイジ部門（10～30 代、40～50 代、60 代以上）
[定員] 1800 人
【ファンラン部門】
●1km 親子手つなぎラン（幼児・小学生と保護者）＆ちびっ子ラン（子ども単独）※当日エントリー可
[定員] 2500 人
●5km ファンラン（小学生以上）＆10km ファンラン（中学生以上）
※定員に達したため、受付を締め切りました。
[定員] 2500 人
大会スケジュール
08:00
09:30
10:00
10:05
12:00
12:25

開場・受付開始
開会セレモニー
ハーフマラソンスタート｜フリーマーケット開場
ハーフ駅伝 男子の部・女子の部・混成の部スタート
ハーフ駅伝表彰セレモニー｜個人ハーフマラソン表彰セレモニー
ボストンマラソン抽選会

13:00 1ｋm 親子手つなぎラン＆ちびっ子ランスタート
13:30 10km ファンランスタート
13:35 5km ファンランスタート
13:40 1km ファンランお楽しみ賞贈呈セレモニー
13:45 みんなで踊ろう！ 子どもダンスイベント
14:55 5k・10k ファンランお楽しみ賞贈呈セレモニー
15:30 閉会

参加料

【ハーフ駅伝部門】 ※計測有り
－ノーマルエントリー 1 チーム 10,000 円（チャリティ募金にご協力ください）
－チャリティエントリー 12,000 円（うち 2,000 円はチャリティ募金）
【ハーフマラソン部門】 ※計測有り
－ノーマルエントリー 4,000 円（チャリティ募金にご協力ください）
－チャリティエントリー 4,500 円（うち 500 円はチャリティ募金）
【ファンラン部門】
－無料（チャリティ募金にご協力ください）
※参加者の皆様からお預かりした募金は、赤い羽根の中央共同募金会を通じて、被災地の子ども
たちを支援する活動に充てられます。

計測

【ハーフ駅伝】 －計測タグ（たすき）による機械計測。チーム総合記録｜区間記録。
【ハーフマラソン】 －計測タグ（ゼッケン）による機械計測。総合記録｜周回記録

表彰・特典

【ハーフ駅伝・ハーフマラソン】
－各部門上位 3 チーム（3 人）を表彰。駅伝参加者全員に大会記念 T シャツ進呈
【ファンラン】
会場内で一際目立ったあなたを表彰します！仮装ラン大歓迎！
来場者の方に光るアームバンドをプレゼント。※数に限りがあるため先着順となります。
★ 特賞＝ボストンマラソン特別参加枠[2 枠] | 全参加者のうち希望者対象に、ボストンマラソン（2013 年
4 月・米国）に特別参加枠で出場できる抽選会を行います！※渡航費、宿泊費はご本人負担となります。
TOKYO MX、㈱東京スタジアム
㈳東京陸上競技協会、東京新聞・東京中日スポーツ、TOKYO FM
㈳東京陸上競技協会
マニュライフ生命保険㈱
味の素㈱、カルピス㈱、日本バナナ輸入組合
カナダ大使館、在日カナダ商工会議所、調布市、調布市教委、調布市体育協会、府中市、府中市教育
委員会、府中市体育協会、㈳東京都障害者スポーツ協会、東京都公園協会、京王グループ、カナダ ア
イスフィールド、中央共同募金会、国士舘大学ウエルネス・リサーチセンター、FC 東京
調布市市民活動支援センター、ミズノスポーツサービス㈱
〒102-8002 千代田区麹町 1-12 TOKYO MX 『マニュライフ生命わくわくチャリティラン』事業局事業部内
TEL 03-5213-3250 （平日 10-17 時） FAX 03-5213-1891

主 催
共 催
主 管
特別協賛
協 賛
後 援（予定）

協 力（予定）
大会事務局

マニュライフについて
マニュライフ生命保険株式会社 (｢マニュライフ生命｣) は、マニュライフ・ファイナンシャル社のグループ企業です。
マニュライフ･ファイナンシャルは、主にアジア、カナダ、米国を中心に事業を展開しているカナダ系大手金融サービス･グループです。マニュライフは信頼に支えら
れ、その信頼に真摯に応える企業として、また力強さに満ち、明日を切り拓く企業として、人生で最も重要な資金面の決断を行う際の解決策を、お客さまにお届け
することを目指して、2012 年で創業 125 周年を迎えました。同社職員、エージェントおよび販売パートナーの国際的なネットワークを通じて、世界各地の数百万の
お客さまに経済的保障や資産運用・形成のための商品・サービスをご提供しています。
また、世界各地の機関投資家のお客さまには、資産運用サービスもご提供しています。マニュライフ･ファイナンシャルとその子会社の管理運用資産は、2011 年
12 月 31 日現在 5,000 億カナダドル（4,910 億米ドル）となっています。カナダおよびアジア地域ではマニュライフ･ファイナンシャル（マニュライフ）として、米国にお
いては主にジョン･ハンコックのブランドで事業を展開しています。マニュライフ･ファイナンシャルは、トロント証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびフィリピン
証券取引所においては｢MFC｣の銘柄コードで、また、香港証券取引所では｢945｣で取引されています。
マニュラ イフ･ファイ ナン シャル について の詳 細 はウェ ブサイ ト (www.manulife.com) を ご覧下さ い。マニュライ フ生命のウェブサ イ トは次の通り です。
(www.manulife.co.jp)

