
ランナーに向けて音楽演奏やダンスなどの応援パフォーマンスを披露してくれる方を募集します。 

12,000人のランナーに、あなたのパフォーマンスでエールを送ってください！ 

                              ランナー応援イベント  出演者募集 

２０１８年（平成３０年）１１月１１日（日）   ※出演時間は実施会場により異なります。 

※各会場には出演者用の駐車場や控えテントをご用意いたします。 
※当日の交通規制にともない、①②③会場は演技終了後もすぐには移動できない場合があります。 
※会場はすべて屋外です。 
※会場は変更となる場合があります。 

音楽系（吹奏楽、和太鼓、合唱など） 
パフォーマンス系（チアリーディング、ダンスなど） 
民俗芸能系（民舞などの地域の芸能） 
 ※演技時間は1ステージ最長20分間を予定しています。 

■ 実  施  日 
 

 
 
 

郵送もしくはメールで「出演申込書」を申し込み先まで提出してください。   

※ご記入いただいた個人情報は、出演に関する諸手続き及び各種案内のために使用させていただきます。 
※演目資料（演目の内容がわかる写真、ＣＤ、ＤＶＤなど）の提出をお願いする場合があります。 
※出演申込書及び演目資料等は返却しませんので予めご了承ください。 

２０１８年（平成３０年）７月２日（月）～８月１７日（金）  ※当日消印有効 

2018年7月2日 

2018年9月中旬 

2018年10月 

申込受付開始 

選考結果通知 
※出演者は、出演申込書をもとに事務局で決定いたします。結果は申込者全員に 
 お知らせいたします。 

出演者説明会 

出 演 規 約 
１ 出演申込 
  出演希望者は、本出演規約を遵守することを承諾した上で、申込書に記載されて 
  いる申込方法に従って申し込みください。 
２ 出演料のお支払 
  出演料のお支払はいたしません。また、楽器等の搬入出にかかる費用、出演者の 
  交通費・食事代など出演に伴う所要経費は出演者のご負担となります。 
３ 出演の取り消し・変更 
  出演の取り消し又は演技内容の変更については、その理由を明記した文書を主催 
  者に提出してください。 
４ 出演場所・出演時間の決定 
  各出演者の出演場所及び出演時間については、演技人数・演目内容・楽器等の搬 
  入出の有無などを考慮のうえ、主催者で決定いたします。基本的に、ＣＤの流せる 
  音響機材、マイク（１会場１本程度）は会場で用意します。 
５ 禁止演目 
  ランナーの走行に支障を及ぼす行為や、火気の使用等、危険性のあるものはお断 
  りします。 
 
  

６ リハーサル 
  出演前のリハーサル時間はございません。 
７ 車両について 
  大会当日は、会場周辺にも交通規制がかかり、車両での楽器等の搬入出ができな 
  い会場もあります。 
  会場への車両での出入りは、主催者の指示に従うようお願いいたします。 
８ 記録写真及び記録映像 
  イベント中の写真・映像、記事等のテレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等への 
  掲載権と肖像権は主催者に属します。 
９ その他 
  主催者は、自己の不注意による怪我、楽器・機材等の損壊、貴重品の紛失・盗難な 
  どの責任は一切負いません。 
  本イベントは、ランナーを応援することを目的としているため、政治・宗教・企業等の 
  宣伝活動はご遠慮ください。今回のイベントにふさわしくないと主催者が判断した団 
  体等には出演をお断りする場合があります。 
  また、演技に対する金銭の授受は一切認めません。 
 

福岡マラソン実行委員会事務局  ランナー応援イベント担当 
 【住 所】 〒810-8620  福岡市中央区天神1-8-1 福岡市役所7Ｆ 
 【電 話】 092-711-4422（受付時間 9：30～17：00/土・日・祝日を除く） 
 【メール】 event＠f-marathon.jp 

募 集 内 容 

申し込み 
お問い合わせ先 

■ 対  象  者 

 
 
 

■ 会   場 

 
 
 

■ 申込方法 

 
 
 

■ 申込受付期間 

 
 

■ スケジュール   

 
 
 

会　　　場　（　予　定　） 住　　　　所 実施時間（予定） 会場広さ（予定）

① 牧のうどん今宿店駐車場 福岡市西区今宿駅前1-21-16 9：00～10：45 幅１５ｍ　×　奥行５ｍ

② 今出集会所駐車場 福岡市西区大字田尻641-1 9：10～11：20 幅１５ｍ　×　奥行５ｍ

③ 今津運動公園 福岡市西区今津字津本2201 9：35～12：40 幅１５ｍ　×　奥行５ｍ

④ 久保田クリニック前 福岡市西区大字小田51-1 9：50～13：20 幅１０ｍ　×　奥行５ｍ

⑤ レストラン二見ヶ浦駐車場 糸島市志摩桜井3777 10：05～14：10 幅１０ｍ　×　奥行５ｍ
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		福岡マラソン２０１４ 「GOOD JOG! ランナー応援イベント」 フクオカ オウエン

		出 演 申 込 書 デ エン サル コミ ショ





		「出演規約」に従い，下記の通り出演を申し込みます。
福岡マラソンＧＯＯＤ　ＪＯＧランナー応援イベントの出演規定を遵守することに同意致します。 シュツエン キヤク シタガ カキ トオ シュツエン モウ コ フクオカ オウエン シュツエン キテイ ジュンシュ ドウイ イタ																						申込日 　2014年　　　　月　　　　日 モウシコミ ビ ネン ガツ ニチ

		ふりがな

		団体名 ダンタイ メイ

										 ※ チラシ・パンフレット・ＨＰに掲載させていただきますので、掲載希望の名称を記入してください。 ケイサイ ケイサイ キボウ メイショウ キニュウ

		ふりがな

		代表者名 ダイヒョウシャ メイ

		ホームページアドレス								　http://

		担当者連絡先 レンラクサキ		ふりがな																				  団体の場合、団体での役割（役職等） ダンタイ バアイ ダンタイ ヤクワリ ヤクショク トウ

				氏名 シメイ																				（　　                  　　　　　　　　　　　　）

				住所 ジュウショ						〒



				Eメール

				携帯電話番号 ケイタイ デンワ バンゴウ														自宅電話番号 ジタク デンワ バンゴウ

		希望会場						第1希望 ダイ キボウ		□		牧のうどん駐車場 マキ チュウシャジョウ		□		今出集会所駐車場 イマデ シュウカイジョ チュウシャジョウ		□		今津運動公園 イマ ツ ウンドウ コウエン		□		久保田クリニック クボタ		□		レストラン二見ヶ浦駐車場

								第２希望 ダイ キボウ		□		牧のうどん駐車場 マキ チュウシャジョウ		□		今出集会所駐車場 イマデ シュウカイジョ チュウシャジョウ		□		今津運動公園 イマ ツ ウンドウ コウエン		□		久保田クリニック クボタ		□		レストラン二見ヶ浦駐車場

										□		上記希望会場以外では出演を辞退する



		参 加 内 容　　　※別紙可
（該当する箇所の□を■にしてください） サン カ ウチ カタチ ベッシ カ ガイトウ カショ

		種 類・内容 シュ タグイ ナイヨウ				□		音楽系 オンガク ケイ		□		パフォーマンス系		□		民俗芸能系 ミンゾク ゲイノウ ケイ		□		その他 タ		（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

						　【内容】　※ 別紙記載可　 ナイヨウ



						　【必要な演技時間】　 ヒツヨウ エンギ ジカン						（　　　　　　　　　　）		分 フン		　【セッティング時間】 ジカン				（　　　　　　　　　　）		分 フン

						　【パフォーマンス時の必要スペース】 ジ ヒツヨウ								幅 ハバ		（　　　　　　　　　　）		ｍ		　　　×　　　　奥行 オクユキ				（　　　　　　　　　　）		ｍ

		使用楽器/機材 シヨウ ガッキ キザイ				　【太鼓の使用】 タイコ シヨウ				□		有 アリ		□		無 ナシ		※ 有の場合 アリ バアイ						（　　　　　　　　　　）		個 コ

						　【持込音源】 モチコミ オンゲン				□		有 アリ		□		無 ナシ		※ 有の場合 アリ バアイ				□		ＣＤ		□		その他（　　　　　　　　　） タ

						　【持込機材】 モチコミ キザイ



						　【使用楽器・機材の搬入方法】 シヨウ ガッキ キザイ ハンニュウ ホウホウ



		添付資料 テンプ シリョウ				　【添付資料内容】 テンプ シリョウ ナイヨウ				（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

						　※ 資料の返却は致しませんのでご了承いただきますよう、お願い致します。 シリョウ ヘンキャク イタ リョウショウ ネガ イタ

		参加人数 サンカ ニンズウ				　【演技者】 エンギシャ				（　　　　　　　　　 　　　）				名 メイ		　【スタッフ】		（　　　　　　　　　 　　　）				名 メイ

		交通手段 コウツウ シュダン				□		車（右に台数記入） クルマ ミギ ダイスウ キニュウ		⇒		乗用車 ジョウヨウシャ				マイクロバス				中型バス チュウガタ				大型バス オオガタ

												（　　　　　 　　　　　）		台 ダイ		（　　　　　 　　　　　）		台 ダイ		（　　　　　 　　　　　）		台 ダイ		（　　　　　 　　　　　）				台 ダイ

						□		徒歩 トホ		□		自転車 ジテンシャ		□		その他 タ		（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　）

						　※ チラシ・パンフレット・ＨＰに掲載させていただく場合があります。 ケイサイ バアイ

		紹介PR
（150字程度） ショウカイ ジ テイド

		メッセージ				　※ランナーや今大会への想いを、ご記入ください！ チラシ・パンフレット・ＨＰに掲載させていただく場合があります。 コンタイカイ オモ キニュウ ケイサイ バアイ





		  ※ 個人情報を含め、記載内容については本イベント以外には使用しません。
  ※ 参加時間・会場については、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。 コジン ジョウホウ フク キサイ ナイヨウ ホン イガイ シヨウ サンカ ジカン カイジョウ キボウ ソ バアイ リョウショウ
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								会　　　場　（　予　定　） カイ バ ヨ サダム		住　　　　所 ジュウ ショ		実施時間（予定） ジッシ ジカン ヨテイ		会場広さ（予定） カイジョウ ヒロ ヨテイ

						①		牧のうどん今宿店駐車場 マキ イマジュク テン チュウシャジョウ		福岡市西区今宿駅前1-21-16 フクオカシ ニシ フクニシ イマジュクエキマエ		9：00～10：45		幅１５ｍ　×　奥行５ｍ ハバ オクユキ

						②		今出集会所駐車場 イマイデ シュウカイジョ チュウシャジョウ		福岡市西区大字田尻641-1 フクオカシ ニシク オオアザ タジリ		9：10～11：20		幅１５ｍ　×　奥行５ｍ ハバ オクユキ

						③		今津運動公園 イマヅ ウンドウ コウエン		福岡市西区今津字津本2201 フクオカシ ニシク イマヅ アザ ツモト		9：35～12：40		幅１５ｍ　×　奥行５ｍ ハバ オクユキ

						④		久保田クリニック前 クボタ マエ		福岡市西区大字小田51-1 フクオカシ ニシク オオアザ コタ		9：50～13：20		幅１０ｍ　×　奥行５ｍ ハバ オクユキ

						⑤		レストラン二見ヶ浦駐車場 フタミ ウラ チュウシャジョウ		糸島市志摩桜井3777 イトシマ シ シマ サクライ		10：05～14：10		幅１０ｍ　×　奥行５ｍ ハバ オクユキ
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