
練馬こぶしハーフマラソン２０２０
大会協賛のご案内

令和元年８月

練馬こぶしハーフマラソン実行委員会



練馬こぶしハーフマラソンについて

全国から5,000人のランナーが参加し、主要幹線道路や練馬
の魅力である緑豊かな公園内など特色あるコースを楽しんで
いただくとともに、2,000人のボランティアが暖かいおもてなし
でお迎えします。

 主 催：練馬こぶしハーフマラソン実行委員会 （会長：練馬区長 前川 燿男）
練馬区、練馬区教育委員会、(公社)練馬区体育協会、練馬区陸上競技協会、練馬区スポーツ推進委
員会、練馬区レクリエーション協会、練馬区町会連合会、光が丘地区連合協議会、(一社)練馬区産業
振興公社、(一社)練馬産業連合会、東京商工会議所練馬支部、練馬区商店街連合会、(公社)練馬
東法人会、(公社)練馬西法人会、東京あおば農業協同組合、(一社)練馬区医師会、練馬区立小学校
長会、練馬区立中学校長会、(株)ジェイコム東京東エリア局

練馬こぶしハーフマラソンは、「区民がスポーツに親しみ、地
域のつながりを深める契機とするとともに、全国から多くのラン
ナーをお迎えし練馬区の魅力を広く発信する」という大会趣旨
のもと、２０１５年から毎年開催し今回で第６回を迎えます。

区が一体となるイベントとして第１回大会から着実に成長を重ね、今では全国でも
人気の大会として定着して参りました。



練馬こぶしハーフマラソン２０２０大会概要

 日 程：令和２年３月２2日（日）

午前８時スタート

 会 場：都立光が丘公園（スタート・ゴール）

 種 目：

 ハーフマラソンコース：右図をご参照ください。

競技種目 参加年齢 定員

ハーフマラソン
（21.0975km）

高校生以上 5,000名

マイルラン
（1.6km）

小学生１名と
中学生以上１名の
２人１組

500組
(１,０００名）



 ランナー、メディアから高い評価を頂いています

∗ 幹線道路、遊園地、公園や団地内等を巡る、変化に富んだコース設定。

∗ 沿道の住民・ボランティア一体となった途切れることのない声援。

∗ 「RUNNET」のランナー評価において、全国のハーフマラソン大会で３位

∗ 全国ランニング大会１００撰に４大会連続して選出

練馬こぶしハーフマラソンの特色①

 オール練馬で作り上げる、区を代表するスポーツイベントです

∗ ランナー：定員５，０００人 出走４,７６４人（およそ６割が練馬区民）

∗ ボランティア：約２，０００人（体育団体、町会・自治会、学校、企業等）

∗ 観客数：約７３，０００人 （沿道 １５，０００人、光が丘公園内 ５８，０００人）

※いずれも２０１９大会実績公園観客数は一般来場者含む。

【参加ランナーからの声】

練馬の観光スポットとしまえ
んや、環八のトンネルなど、
普段走れないコースでとて
も楽しく走れました！

沿道や給水所のボラン
ティアの方々をはじめ大
会関係者の方々、楽し
い時間をありがとうござ
いました。

第１回から参加させ
て頂いております。大
会運営ですが、問題
点を毎年必ず改善さ
れてきており、完璧！
のひと言です。

「ＲＵＮＮＥＴ」大会ランキング

※令和元年８月時点



練馬こぶしハーフマラソンの特色②

 家族みんなで楽しめるイベントです

当日は、ハーフマラソンの他に小学生を対象とした「マイルラン」を光が丘
公園内で同時開催します。また、イベント広場では飲食を始めとする出店
ブースや、特設ステージでのスペシャルイベントで大会を盛り上げます！

 大会の様子はＪ：ｃｏｍチャンネルで完全生中継！

YouTubeでも同時配信します

視聴可能エリアは都内西部を中心に５区＋９市、

約１８０万世帯(※)。沿道・会場だけでなくテレビの前で

も大会を楽しんでいただけます。※２０２０大会の放送予定エリア

前回大会参考



① 協賛メニューをお選びください ②協賛特典をご提供します

以下の特典を無償でご提供します！

大会へのご協賛について

 大会プログラム協賛
 応援手旗協賛
 ナンバーカード協賛
 のぼり旗協賛 など

 大会特別エントリー枠のご提供
 イベント出店ブースのご提供
 大会生中継での広告表示 など

をお申込みの場合

大会プログラム協賛
本文・カラー広告
A4・１頁（全面）

（30万円）

協賛
メニュー

①大会特別エントリー枠 ３名分
②イベント出店ブース １区画
③大会生中継でバナー広告表示（３回以上）

など

参加ランナー

６，０００人
参加ボランティア

２，０００人 計８，０００人へＰＲ
広告効果
（想定）

ご提供する
PR手段

ご協賛の一例

さらに、協賛特典（大会中継広告
バナー、参加者へのチラシ配布、
スポットCM等）を利用すればより
多くの方へのPRが可能です

大会プログラム配布対象者



協賛メニューのご案内①
【大会プログラム協賛】

参加ランナーおよびボランティアに配付する大会プログラムに、協
賛者広告原稿を掲載します。プログラムにはその他、全ランナー・
ボランティアの氏名や大会参加時の諸注意などが掲載されてい
ます。

【のぼり旗協賛】
大会１週間前から光が丘公園に掲出するのぼり旗の
下部に、協賛者ロゴ等を掲載します。
期間中、多数の公園来場者にＰＲが可能です。

【応援手旗協賛】
会場や沿道で配布する応援手旗の下部に協賛者ロゴ等を
掲載します。沿道や中継番組での広告としてだけでなく、社
内の応援グッズとしてもご活用いただけます。

協賛者名
（H100mm以内）

Ｈ２６０×Ｗ３２０mm

Ｈ１８００×Ｗ６００mm

カラー広告
Ａ４・１頁(全面)

３０万円

白黒広告
Ａ４・１頁(全面)

１６万円

白黒・１／２頁
８万円

白黒・１／３頁
６万円

白黒・１／10頁
２万円

発行部数：約８，０００部

協賛者名
（H300mm）



協賛メニューのご案内②
協賛メニュー 広告等の規格・数量等 協賛金額 備考

ナンバーカード

協賛
ナンバーカード（H200×W240mm）上部約３分の１に協賛者ロゴ広告等を掲載。発行枚数は、
約１２０００枚（６０００人分）を予定。各協賛者への割当枚数は、総発行枚数の按分とします。 セットプラン（次項参照）Ｓ１、Ｓ２のみの

限定メニューです。

ゲート協賛 協賛者指定ロゴ等をスタートゲート、フィニッシュゲートに掲載。

大会プログラム

協賛

大会参加ランナーおよびボランティアに配付予定 発行部数約８，０００部
本文・カラー広告 Ａ４・１頁(全面) ３０万円
本文・白黒広告 Ａ４・１頁（全面） １６万円 1/2頁 ８万円、 1/3頁 ６万円、 1/10頁 ２万円

・掲載ページおよび掲載位置は
主催者一任とさせて頂きます。

応援手旗協賛

大会当日、主会場やコース沿道で無料配布する応援手旗（H260×W320mm）の

下部約１/４に協賛者ロゴ等を単独掲載します。

２，０００本単位：３０万円、１，０００本単位：２２万円、１００本単位：５万円

・複数口申し込み可

・配布場所指定はできません。

のぼり旗協賛

大会１週間前から光が丘公園ふれあいの径とふたご橋に設置するのぼり旗（H1800×W
600mm）下部約300mmに協賛者ロゴ等を単独掲載します。

１口・10本単位の申し込みとなります。

１口

８万円

・複数口申し込み可

・設置場所指定はできません。

大会生中継

バナー協賛

ジェイコム東京が放送する大会生中継番組の画面上に、協賛者のロゴ等のバナーを表示し

ます。バナー作成に必要な素材等は、協賛者提供とします。 表示回数 ６秒×１回以上
３万円

・バナーの表示時刻、画面内位置

は、主催者一任とさせて頂きます。

イベント出店

協賛

イベント会場に出店ブースを１区画（３.６m×２.７m、テント、机、いす、コンセント付）提供しま

す。展示・啓発活動はもちろん、法令および関係機関の指導を順守の上で飲食営業が可能

です。（飲食営業を行う場合は、お申し込み前に大会事務局まで必ずご相談ください。）

５万円

・特別協賛・一般協賛Ａに提供す

る区画を優先します。

ご希望に添えない場合があります。

物品協賛
物品提供による協賛です。参加者への副賞や記念品を想定しています。

大会ニーズに合致しないお申し込みは、お断りすることがあります。
応相談

・個別対応となりますので、直接お

問い合わせください。

※記載の金額はすべて１０％の税込金額です。



協賛メニューのご案内③

セットプラン名 Ｓ１ Ｓ２ Ａ１ Ａ２ Ａ３

協賛区分
特別協賛
（100万円）

一般協賛A
（30万円）

大会プログラム協賛
A4・全面
カラー

A4・全面
カラー

A4・全面
白黒

応援手旗協賛
１口

（2,000本）
１口

（2,000本）

のぼり旗協賛
２口

(２０本)

ナンバーカード協賛 １枠分 １枠分

ゲート協賛 ４か所 ４か所

あらかじめ、協賛区分に該当するようメニューをセットしたセットプランもご用意しております。

※記載の金額はすべて１０％の税込金額です。



協賛特典のご案内①

 大会特別エントリー枠を無償でご提供します！

特別協賛 １０名分、一般協賛Ａ ３名分

 大会生中継や関連番組（Ｊ：ｃｏｍチャンネル）で
のプロモーションを展開！

大会生中継バナー広告（イメージ）

協賛区分
大会事前PR番組

スポットCM
大会生中継番組

バナー広告

特別協賛 ４回以上 ６回以上

一般協賛A １回以上 ３回以上

【放送予定エリア】 約１8０万世帯
練馬区、板橋区、北区、中野区、杉並区、西東京市、東村山市、
東久留米市、清瀬市、小平市、調布市、狛江市、新座市、和光市

ご利用方法の例

・社員様の出走やその応援など、社内を盛り上げるイベントとして

・お得意先様への営業材料として

参加ランナーを自宅で応援するご家族等に向けたＰＲが可能です。

ＹｏｕＴｕｂｅ配信により、大会終了後も引き続き視聴できます。



他ブース

2700mm

○○○エリア

ブース出店者名
※イメージ

＜ブースの規格＞
広さは、３６００mm×２７００mm、横幕付き
折り畳みテーブル（Ｈ７００×ｗ１８００×Ｄ６００mm、白クロス付）×２卓
折り畳みイス（４脚）、電源（１００Ｖ/１５Ａ・差込み口２つタイプ）×１
出店者名の吊看板（Ｈ２００×Ｗ９００mm、テキスト出力）

 ブース区画内において、各種展示・
啓発、販促活動、物品の販売等が可
能です。

 食品販売、飲食営業を行う場合には、
食品衛生法等関係法令を遵守すると
ともに、保健所、消防署等の関係機
関および主催者の指示に従ってくだ
さい。

 大会はやむを得ず中止する場合が
あります。この場合おいて、仕入れ金
の損害や営業機会の損失、その他い
かなる名目においても出店者に対す
る金銭補償は一切いたしかねます。

協賛特典のご案内②

 イベント出店ブースをご提供します！

大会当日、光が丘公園内で開催するイベント広場には、競技を
終えた多数のランナーとそのご家族等が訪れます。出店ブースは、
物品や飲食物の販売・販促など様々にご利用いただけます。



協賛特典のご案内③

特典内容
特別協賛

（100万円以上）
一般協賛Ａ

（30万円以上）
一般協賛Ｂ

（30万円未満）

大会特別エントリー枠 10名分 3名分 ―

大会イベント会場にブース出店 １区画 １区画 ―

特設ステージ装飾で協賛者名等をPR
バックパネルに

ロゴ表示
袖パネルに
社名表示

―

ナンバーカード等の送付時に協賛者のチラシ（Ａ４）を
封入

２種類 １種類 ―

ジェイコム東京の大会事前ＰＲ番組でスポットＣＭを
放映

４回以上 １回以上 ―

ジェイコム東京の大会生中継番組でバナー広告を表
示

６回以上 ３回以上 ―

大会ホームページに協賛者ホームページリンクを設
定

広告バナー
リンク

広告バナー
リンク

協賛者名
リンク

〇協賛区分ごとの特典内容

※記載の金額はすべて１０％の税込金額です。



∗ ご連絡・お問い合わせ先

練馬こぶしハーフマラソン実行委員会事務局

協賛担当

TEL ： 03-5984-3555

E-mail ： kyousan.kobushi@gmail.com  

練馬こぶしハーフマラソンを一緒に盛り上げましょう！
大会へのご協力・ご連絡、お待ちしております！
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