
Frequently Asked Questions 

Q&Aバーチャルマラソン よくある質問 

バーチャルマラソンとは何ですか？  

バーチャルマラソンは、好きな場所で走る（あるいは歩く）ことで参加するマラソンレースです。走っても、ジョニン

グでも、歩いても、道路でもトレイルでも、公園でも、あるいはランニングマシン、もちろん、競技トラックでも、お好

きなところで参加できます。あなたのお好きなペースで、場所で、時間で、ご自身で楽しめるレースです。 

参加には、GPSのついたアプリを活用します。ASICSのランニングアプリ Runkeeper（無料）が推奨アプリとな

っており、こちらからダウンロードが可能です。(click here). （ご注意：ASICS Runkeeper Proである必要はあ

りません。無料でダウンロードできるものをご活用ください。） 

 

バーチャルゴールドコーストマラソンはいつですか？  

2021年 7月 3日から 18日までの間であれば、お好きな日、お好きな時間で参加できます。 

 

参加料はいくらですか? 

Virtual Marathon $100.00 

Virtual Half Marathon $ 80.00 

Virtual 10km $60.00 

Virtual 5km $40.00 

Virtual Junior Dash 4km $30.00 

Virtual Junior Dash 2km $30.00 

 

参加費には、ゼッケン（ダウンロード）、完走メダル、完走 Tシャツまたは完走キャップ、ゼッケン留め、完走タオ

ル（フルマラソン対象）、バーチャルトレーニング、記念品の送料が含まれます。 

 

参加記念品はいつ受け取れますか？  

大会終了後に登録のご住所に送付されます。 

 

オーストラリア国外に在住ですが、参加できますか？  

もちろん、ご参加いただけます！世界中どこからでもご参加いただけます。オーストラリア時間の 2021年 7月

18日午後 11時 59分（日本時間で同日 10時 59分）に締め切られますので、時差にご注意ください。 

 

複数種目にエントリー可能ですか？ 

もちろん、可能です。複数種目のエントリーをお済ませください。 

本大会と同じ日に、フルマラソンとハーフマラソンの両方にご参加いただくと、特別なメダルを用意しました。セッ  

https://www.asics.com/au/en-au/mk/runkeeper


何度かに分けて走ってもいいですか？  

いいえ、それぞれのレースは、通常のマラソンと同じようにスタートからゴールまで一度に終了しなくてはなりま

せん。 

 

どのようにしてバーチャルレースを行い、結果をアップロードすればいのですか？  

レースを行う際には、GPS機能付きのアプリを利用して、レース中のタイムと距離をトラックする必要がありま

す。ASICSのランニングアプリ Runkeeper（無料）が推奨アプリとなっており、こちらからダウンロードが可能で

す。(click here). （ご注意：ASICS Runkeeper Proである必要はありません。無料でダウンロードできるものを

ご活用ください。） 

バーチャルレースのトラッキングには、３つの方法があります。詳しくは、こちらからご確認ください。 

ゼッケンをもらうことはできますか？ 

ダウンロードして利用ができます。 

 

ゼッケンは必ずつけなくてはなりませんか？ 

いいえ、つけなくても結構です。 

 

いつレースを終了しなくてはならないですか？ 

レースの期間は 2021年 7月 3日から 18日です。この間のお好きな日に行ってください。 

レースを走り終わったら、ASICS Runkeeper等のアプリ内に記録をセーブしてください、一度保存したら、その

レースは終了です。 

ただし、もし記録に満足がいかず、もう一度チャレンジしたい場合には、もう一度チャレンジして上書きすることが

できます。つまり、締め切りまでの間なら、何度でもチャレンジが可能なのです！是非ベストタイムに挑戦して、

登録してください。 

 

どこで走ればいいですか？ 

バーチャルレースは、どこを走っても構いません。あなたのお好きな場所をご利用ください。近所の公園でも、好

きなランニングコースでも、町内でも、なんならランニングマシンでも！どこでも構いません。できるだけ COVID-

19 感染に気をつけて、ご自身でリスク管理をしてください。 

コースを決めるときに、2つのことにご注意ください。: 

• 下り坂は 1㎞あたり 1mを目安にしてください。急な坂道を下ることはできません。 

• ゴールの場所は、スタートラインから 50%以上離れた場所にならないようにしてください。例えば、5㎞

走る場合には、ゴール地点はスタート地点から 2.5㎞以内の場所にしてください。できれば、往復コース

やループコース（周回コース）を推奨します。 

車いすでも参加できますか？ 

はい、もちろんです。すべての種目は車いすでもご参加いただけます。登録の際には、車いす種目を選択してく

ださい。 

 

https://www.asics.com/au/en-au/mk/runkeeper


ゴールドコーストにいるので、大会コースを走ることはできますか？  

もしゴールドコーストにいらっしゃるのであれば、是非本大会にご参加ください。エントリーは大会本部サイトか

ら。www.https://goldcoastmarathon.com.au 

 

ランニングマシンで参加してもいいですか？ 

はい、大丈夫です。その場合には、レース終了後、マシンに表示される距離や時間を写真で撮影して、サイトか

らアップロードしてください。 

 

制限時間はありますか？ 

制限時間の設定はございませんので、ご自身のペースで走ってください。 

注意： 通常の制限時間は交通規制の解除等のために設けられているものです。今回は、各自で走っていただ

くので、制限時間やカットオフタイムはありません。 

 

誰かと一緒に走っても大丈夫ですか？ 

はい、大丈夫です。ただし。COVID-19 感染対策のガイドラインに従う等、感染予防をきちんと行ってください。 

 

チームでのエントリーは可能ですか? 

はい、チームでのエントリーも可能です。エントリーの際にチーム登録をして、ご自身のほかに、お友達や家族、

ランニングチームのメンバー等で一緒に参加できます。 

 

参加種目を変更できますか? 

はい、可能です。変更をご希望の場合には、E メールでご連絡ください。お名前（ローマ字）、登録メールアドレ

ス、確認番号（Confirmation No）と、ご希望種目をお知らせください。送り先は、日本語 japanoffice@gcm.jp 

英語 info@goldcoastevents.com.au まで。 

 

完走記念品はありますか？ 

ゼッケン（ダウンロード）、完走メダル、完走 Tシャツまたは完走キャップ、ゼッケン留め、完走タオル（フルマラソ

ン対象）、バーチャルトレーニング、記念品の送料が含まれます。 

 

10回、20回、30回記念クラブの対象になりますか？ 

GCM2021大会については、渡航制限等の理由で本大会に参加ができなかった場合、バーチャルマラソンの参

加も 1回としてカウントされます。その場合でも、同じ種目での参加が条件となります。 

 

入賞者にはなにか特典はありますか？年齢別カテゴリー等は？  

残念ながら、今回はございませんが、是非ご自身でご自身の結果を多くの方に告知してください。ハッシュタグ＃

GCM21 をつけていただければ、大会本部のソーシアルメディアなどでご紹介されるかもしれません。 
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年齢制限はありますか？  

はい、各種目ごとに年齢制限が設定されています。（2021年 7月 4日現在の年齢です）. 

• フルマラソン – 18歳以上 

• ハーフマラソン – 15歳以上 

• 10km Run – 12歳以上 

• 5km Fun Run – 年齢制限なし。ただし 12歳未満のお子さまには必ず保護者が同行すること 

• 4km Junior Dash – 5歳以上 14歳以下 

• 2km Junior Dash – 5歳以上 14歳以下 

14歳以下のお子様の参加にあたっては、保護者による登録をお願いします。 

 

バーチャルレースに関連したルールはありますか？ 

• 参加者は、ASICS Runkeeper を利用するか Race Rosterのダッシュボードに記録を反映するかのい

ずれかの方法で記録を提出する必要があります。 

• 下り坂は 1㎞あたり 1mを目安にしてください。急な坂道を下ることはできません。 

• ゴールの場所は、スタートラインから 50%以上離れた場所にならないようにしてください。例えば、5㎞

走る場合には、ゴール地点はスタート地点から 2.5㎞以内の場所にしてください。できれば、往復コース

やループコース（周回コース）を推奨します。 

• 各種目男女別上位 10位までと年齢別上位 3位までの記録は、バーチャルレース大会本部により精査

され、場合によってはさらなる証明書の提出が求められる場合があります。また、不正が見られる場合

等には、記録が削除される場合があります。 

 

ランナーが正確な距離やタイムを記録しているとどのように確認するのですか？  

結果は、性善説に基づいています。大会本部は、ランナーの皆さんが正直に申告していることを信じています。 

各種目男女別上位 10位までと年齢別上位 3位までの記録は、バーチャルレース大会本部により精査され、場

合によってはさらなる証明書の提出が求められる場合があります。また、不正が見られる場合等には、記録が

削除される場合があります。 

 

記録は必ず提出しなくてはならないですか？ 

もし記録を公開したくないけれど完走したという証明がほしい場合には、ASICS Runkeeperや Race Roaster

にアップロードせずに、事務局まで完走したという証明とタイムがを証明できるもの（写真等）を E メールで送付

してください。 

 

どのように自分のマラソンをコントロールしたらよいでしょう？  

まず、十分なトレーニングをして、身体的・精神的に十分な準備ができていない限り、42.195kmを走ろうとしない

でください。気分が悪かったり、風邪のような症状がある場合には、絶対に走らないでください。十分な栄養を摂

取できるようなコースを設定し（栄養補給となるものを携帯するか、途中で手に入れるようにしてください）、途中

サポートが必要となった場合の連絡先を事前に確保するなどの準備をしてください。 



ご提案 

• 5.275km または 10.55kmごとに、ご自宅（あるいは車）等ドリンクやエナジージェル、あるいは食品、メ

ディカルキット等を準備して、適宜インターバルをとれる場所を確保できるような周回コースを設定 して

みましょう。 

• ご家族やお友達等、走っている間に必要なサポートをしてくれるような人を巻き込んで、コースの主要な

ところで助けてもらいましょう。 

• ご家族やお友達にあなたのコース予定や予想タイムを伝えておきましょう。 

• 携帯電話を携帯しましょう。 

• 友達や家族と一緒に走ってみましょう。 

 

バーチャルマラソンを SNS等に乗せるときに使用するハッシュタグはなんですか？  

ハッシュタグは#GCM21 です。 -  トレーニングやレースの様子等、是非あなたの SNSで発信してください！  

 

エントリーの登録をしたのですが、確認メールが届きません。どうしたらいいですか？  

まず、迷惑メールフォルダーをご確認ください。見つからない場合には、日本事務局にご連絡ください。なお、携

帯会社のメールアドレスを利用している場合には、確認メールが海外からのメールとなるため、勝手にブロックさ

れている場合があります。登録の際には、PCでご覧いただけるメールアドレスをご利用ください。 

 

 

バーチャルレースへの記録アップロード方法 

 

記録のアップロードには３つの方法があります。 

 

Option 1: ASICS Runkeeper アプリ 

 

1. ASICS RUNKEEPERをスマートフィンにダウンロードします。(download here) 

2. イベントが近くなるとイレースのリンクが記載された E メールが届きます。 

3. 走る準備ができたら、このリンクをクリックして、Runkeeperアプリ内で直接レースに進みます。 セット

種目を申し込んだ場合には、各レースへのリンクが記載された複数の電子メール（たとえば、Village 

Roadshowテーマパークゴールドコーストバーチャルマラソン、ASICSバーチャルハーフマラソンなど）

があるので、その日に走ろうとする種目を 1つ選択してください。  

4. 「スタート」を選択 – 位置について！よ～いスタート！ –  good luck!! 

5. 「レース終了」を選択すると、記録は自動的にアップロードされｒます。 

 

 

https://www.asics.com/au/en-au/mk/runkeeper


Option 2: GPS付のランニングデバイスを利用 (Garmin, Apple Watch, Fitbit etc) 

し、ASICS Runkeeper アプリと連動 

 

1. デバイスを設定してランニング用にします。 

2. 位置について、よーいスタート！ – good luck!! 

3. 選択した種目の距離を走り終わったら、ASICS Runkeeperアプリと連動させます。 

4. アプリを開き、スタートメニューをクリックし、チェッカーフラッグボタンをクリック、その後種目を選択しま

す。 

5. ‘Link Recent Activity’（最近の活動とリンク）をクリックし、走った記録を選択すると自動的にアップロード

されます。 

 

Option 3: GPS付のランニングデバイスやその他の GPS付ランニングアプリを利用

し、Race Rosterに直接記録をアップロードする 

 

1. デバイスを設定してランニング用にします。 

2. 位置について、よーいスタート！ – good luck!! 

3. 選択した種目を走り終わったら、Race Rosterにログインし、記録を入力し記録を証明する写真（スクリ

ーンショット）をアップロードします。 

4. 記録を保存すると自動的にアップロードされます 

 

※ランニングマシンでの参加した場合は、オプション３の方法と同様です。ランニングマシンの距離とタイムが表

示されている写真をアップロードしてください。 

 


