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開催概要 
 
スペシャルオリンピックス日本は、昨年、2,000名以上の方々にご参加いただき大盛況だった、「SONオン
ラインマラソン」を今年も開催いたします。 
 

今年のオンランマラソンは、参加者全員でスペシャルオリンピックスの活動が行われている「201の国と地
域」を回る企画で、目標走行距離は約 189,723㎞になります。 
 

また、10月 2日（土）に、本イベントの開会式をオンライン（Zoom）にて開催するなど、様々な企画を用意し
ております。なお、ご参加いただいた地区組織への参加賞、賞品もございますので、地区組織所属のアスリ
ートをはじめ、ご関係者の方々にご案内いただきたくお願いいたします。 

 

■ 大 会 名 称： スペシャルオリンピックス日本オンラインマラソン 2021 
 

■  テ ー マ： Run with all  

※ いつでも、どこでも、誰でも、同じゴールに向かって心を共に走る 

“ユニファイド”マラソン 
 

■ ゴ ー ル： 参加者全員でスペシャルオリンピックスの活動が行われている「201の国と地域」を回ろう！  

走行距離：約 189,723㎞ 
 

■ 開 催 期 間： 2021年 10月 2日（土） ～ 11月 30日（火） ※2カ月間 
 

■ 種 目： ① チームエントリー （1チーム＝2～10名） 

② 個人エントリー 
 

■ 参 加 方 法： ① 特設サイトの専用ページ 

② 特設サイトの記録提出専用ページから走行距離を提出 

※ iPhone利用者（ios）については、専用アプリケーション「らんすけ」にて記録提出可 
 

■ 特設サイト： https://sonippon.wixsite.com/onlinemarathon2021 
 

■ 付帯イベント：  9月 24日（金）20～21時 ライブラン   ※ライブランアプリにて開催 

10月 2日（土）11時～ 開会式     ※Zoom にて開催 

10月 23日（土）   地区組織イベント連携  ※Zoom にて開催 

10月 26日（火）20～21時 ライブラン    ※ライブランアプリにて開催 

11月 18日（木）20～21時 ライブラン（ユニファイド企画） ※ライブランアプリにて開催 
 

■ 表 彰： SOアスリート男性/女性 Top10、 一般男性/女性 Top10、 チーム Top5、 特別賞 

SON地区組織賞 アスリート参加数 Top10の地区 
 

■ 主 催： 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 
 
 
 

＜スペシャルオリンピックス日本 オフィシャルスポンサー＞ 

 

 

  

https://sonippon.wixsite.com/onlinemarathon2021
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地区組織関係者 関連内容について 

 

昨年に続き、全国地区組織のアスリートはじめ、関係者の方々に、SON オンラインマラソンに参加いただ

きたく、SON地区組織関連の内容を下記にまとめましたので、ご確認ください。 

 

■ スケジュール 

2021年 9月 15日（水） 17～18時  SO関係者オンライン説明会 

2021年 9月中旬    エントリー開始 

2021年 10月 2日（土）11時～   SONオンラインマラソン 2021 開会式（Zoom） 

2021年 10月 23日（土）    地区組織イベント連携  ※Zoom にて開催 

2021年 10月 26日（火）20～21時  ライブラン ※ライブランアプリにて開催 

2021年 11月 18日（木）20～21時  ライブラン（ユニファイド企画） ※ライブランアプリにて開催 

 

■ SO関係者オンライン説明会（Zoom） 

より多くの SO アスリートはじめ、コーチ、ファミリー等にご参加いただきたく、本イベントの概要やエントリ

ー方法等について、オンライン（Zoom）にて説明会を行いますので、先ずは、説明会にご参加ください。 

※ 説明会に参加しなくても、本イベントには参加できます。 

 

開催日時：  9月 15日(水) 17:00～18:00 （1時間） 

参加対象：  SO関係者 

参加申込 URL： https://zoom.us/webinar/register/WN_VSuN5w44QYC0sctio-GXpQ 

 

■ SONオンラインマラソン開会式（Zoom） 

10 月 2 日（土）に、本イベントの開会式をオンライン（Zoom）にて行い、有森裕子理事長や SON ドリー

ムサポーターの方々のメッセージ等をライブ配信いたしますので、ぜひご参加ください！ 

 

開催日時：  10月 2日（土）11:00～11:45 

参加申込 URL： https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcldu-opzMoGNIg3UzWiiq_E_vqsUyV9lgA 

 

■ 地区組織のイベント・スポーツプログラム連携 

本イベントに趣旨賛同いただき、地区主催のランニング/ウォーキングイベントとの連携、また、地区の

スポーツプログラム中でのランニング/ウォーキングのトレーニングにて連携していただける地区を募

集いたします。 

なお、地区にて 10 月 23 日（土）午前中に開催されるラン二ング/ウォーキングイベントやスポーツプロ

グラム等があり、ZoomにてSON有森理事長と交流を希望される地区がありましたら、申請フォームよ

りお申込みください。 

 

参加賞：  株式会社ユニクロ様ご提供の「Be with all エコバック」  

※参加アスリート限定（1人 1つまで） 

   

参加条件： ・  2021年 10月 2日～11月 28日の期間で開催されるランニング/ウォーキング 

イベントであること。 

https://zoom.us/webinar/register/WN_VSuN5w44QYC0sctio-GXpQ
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcldu-opzMoGNIg3UzWiiq_E_vqsUyV9lgA
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・ SONオンラインマラソン 2021の趣旨について、参加者へ説明いただけること。 

・ イベント保険加入など、各主催者責任の元で実施していただけること。 

・ 参加者数・走行距離などの報告を虚偽・漏れなくしていただけること。 

・ 参加賞の送付は 1カ所とし、担当者より参加アスリートへ参加賞を配布していた

だけること。 

・ イベント中の写真（集合写真 1枚を含む）の提供をしていただけること。 

※ 提供いただいた写真は、SONのサイト・SNS等で使用する場合がございます。 

 

参加申込 URL：  ① 「10月 23日（土） SON有森裕子理事長と Zoom 中継」での連携 

   申込 URL： https://forms.gle/y1fK9Q1SjJ6taxTC7 

       申込締切： 2021年 10月 12日（火）正午まで 

    ② 「10/2～11/28の期間にて地区組織イベント・スポーツプログラム」での連携 

        申込 URL： https://forms.gle/UcDennu1wz6oMFGR9 

       申込締切： 2021年 11月 2日（火）正午まで 

 

報告 URL：   連携したイベント・スポーツプログラムでの参加者数・走行距離などの報告 

報告 URL： https://forms.gle/6j8XrmJ8toD3aHj86 

 

■ ライブラン 

違う場所にいながらリアルタイムでランニングなどを通じて、つながることができる新感覚の運動アプ

リ「LIVE RUN」を活用して、有森理事長が参加者の皆様からお寄せいただくメッセージや質問、エピソ

ードトーク等を生実況しながら、皆さんとリアルタイムでランニングをしながら、つながります。 

 

【 「ライブラン×SONオンランマラソン 2021」タイアップ企画 開催日時 】 

① 「9月 24日（金）20-21時」の部 ※一般公開 

② 「10月 26日（火）20～21時」の部 ※一般公開 

③ 「11月 18日（木）20～21時」の部 ※スポンサー企業とアスリート限定の為、下記事前申込制 

 

【 「11月 18日（木）20～21時」の部の事前申込 】 

参加申込 URL： https://forms.gle/awVYMGxpf52k2EMi9 

参加申込締切： 2021年 11月 9日（火）正午まで 

 

【 留意事項 】 

・ 参加無料 

・ 時間は 60分程度を予定（出走時間：45分、クールダウン：15分） 

・ 参加者は 150名程度を想定 

・ 各自スマートフォンにて「ライブランアプリ」をインストールして、参加いただきます。（無料版でご参

加いただけます。） 

・ LIVE RUN ホームページ：https://www.liverunapp.com/ 

・ 参加方法について、オンラインマラソン特設サイト内にあるライブランページをご確認ください。 

https://sonippon.wixsite.com/onlinemarathon2021/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3 

 

 

https://forms.gle/y1fK9Q1SjJ6taxTC7
https://forms.gle/UcDennu1wz6oMFGR9
https://forms.gle/6j8XrmJ8toD3aHj86
https://forms.gle/awVYMGxpf52k2EMi9
https://www.liverunapp.com/
https://sonippon.wixsite.com/onlinemarathon2021/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3
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■ 表彰 

＜上位賞＞ 

・ SOアスリート男性/女性 Top10 

（賞品） オリジナル Tシャツ、エコバッグ、その他 

・ 一般男性/女性 Top10 

（賞品） オリジナル Tシャツ、エコバッグ、その他 

・ チーム Top5 

（賞品） オリジナル Tシャツ、エコバッグ、その他 

 

＜特別賞＞ 

・ 本イベントにエントリーいただいた方の中から抽選で特別賞をお贈りします。 

（賞品） オリジナル Tシャツ（SON ドリームサポーターサイン入り） 

 

＜SON地区組織賞＞ 

今回、本イベントに地区組織としてご参加いただいた地区を対象に、アスリート参加者数 Top 10の地

区に対して、株式会社ユニクロ様ご提供の「Be with all エコバック」と名古屋グランパスエイト様ご提

供の「ユニフォーム」を賞品（参加者対象）として、参加アスリート人数分を贈呈（地区組織宛送付）い

たします（転売禁止）。 
 

また、エントリーいただいた全ての地区組織には参加賞として、SON オリジナルグッズ詰め合わせ（30

～50個）を送付いたしますので、地区組織内でご活用ください（転売禁止）。 
 

なお、当方にて、本イベント参加アスリートを所属地区ごとに取りまとめたリストを作成し、共有いたし

ますので、お手数をおかけしますが、各地区事務局より参加アスリートに賞品をお渡しいただきますよ

うお願いします。送付又は手渡し等、受け渡し方法については一任いたしますので、ご協力の程、よろ

しくお願いします。 
 

・ 地区組織エントリー 

参加申込 URL： https://forms.gle/rhQ2ABnNytZ3QqoMA 

参加申込締切： 2021年 10月 31日（日）23：59まで 

（参加賞） SONオリジナルグッズ詰め合わせ（30～50個） 
 

・ アスリート参加数 Top 10地区 

（賞品） Be with all エコバック、名古屋グランパスエイトユニフォーム 

 

■ 賞品イメージ 

     Be with all エコバック             名古屋グランパスエイトユニフォーム         

 

 

 

 

 

 

 

以上 

https://forms.gle/rhQ2ABnNytZ3QqoMA

