
 
 

 

 
 
 
 

2016 年 12 月 8 日 
アディダス ジャパン株式会社 

 

周回ごとに最下位より強制回収、勝者はボストンマラソンへ  

シリアスランナー向け最新レーシングシューズ試走会

「SURVIVAL 5K」- adizero takumi SPEED SUMMIT 2017- 
2017 年 1 月 21 日（土）11:30～ 夢の島陸上競技場 

http://shop.adidas.jp/running/takumi/event/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルチスポーツブランドのアディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール・ハーディスティ）は、

シリアスランナー向けレーシングシューズのニューモデル「adizero takumi sen boost 3（アディゼロ タクミ セン ブースト 

スリー）」の発売を記念し、2017 年 1 月 21 日（土）11:30 より夢の島陸上競技場にて、「adizero takumi SPEED SUMMIT 2017」

を開催します。 

 

■今年のテーマは「SURVIVAL」。周回ごとに最下位より強制脱落 

本大会は、日本人ランナーを速くするために進化を遂げたシリアスランナー向けレーシングシューズ「adizero takumi sen 

boost 3」の試走会であると同時に、ボストンマラソンへの出場権をかけた選考会です。 

今年は「SURVIVAL」をテーマに設け、一定の距離を走行後は、周回ごとに最下位より強制回収を実施、最終的な勝利を収め

た男女 1 名ずつに、ボストンマラソンへの挑戦権がプレゼントされます。 

 

「SURVIVAL 5K」- adizero takumi SPEED SUMMIT 2017- 実施概要 

 

実施日時 ：2017 年 1 月 21 日（土）11:30～15:30（10:30 受付開始） 

実施場所 ：夢の島陸上競技場（東京都江東区夢の島 1-1-2） 

募集人数 ：120 名  

募集期間 ：12 月 8 日（木）～12 月 26 日（月） 

URL ：http://shop.adidas.jp/running/takumi/event/ 

参加費 ：1,000 円 

ゲスト ：青山学院駅伝チーム 

アディダス契約フィジカルトレーナー 中野ジェームズ修一氏 

アディダス契約ランニングアドバイザー 安喰太郎氏 

アディダス契約ランニングアドバイザ― 湯田友美氏 

選考内容 ：＜男性の部＞予選 5km 本選 3km ＜女性の部＞本選 5km 

  何れも、一定の距離走行後に最下位者より強制回収を実施、勝者１名ずつにボストンマラソン挑戦権付与 

備考 ：当日は、最新作 adizero takumi sen boost3 のトライアルが可能な他、参加者全員に SpeedSummit 特別デザ 

イン仕様のシングレットのプレゼント、最新シューズが当たる抽選会、中野ジェームズ修一氏によるトレーニ

ング体験や FOOD&DRINK 提供を予定しています。 

 

詳細その他留意事項については、HP よりご確認をお願いいたします。 
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【商品情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●商 品 名: adizero takumi sen boost 3 (アディゼロ タクミ セン ブースト スリー)  

      adizero takumi ren boost 3 (アディゼロ タクミ レン ブースト スリー) 

  adizero takumi ren boost 3 Wide (アディゼロ タクミ レン ブースト スリー ワイド) 

   adizero takumi ren boost 3 W (アディゼロ タクミ レン ブースト スリー ウィメンズ) 

 

●U R L: http://shop.adidas.jp/running/takumi/ 

 

■adizero takumi sen boost 3  「駅伝、サブ 3ランナー向けレーシングモデル」 

●展 開 カ ラ ー: ブルー× シルバーメット× イージーグリーン S17 

  エナジーオレンジ S17× シルバーメット× エナジー S17 

  コアブラック× トレースカーゴ S17× エナジー S17 

●サ イ ズ:ユニセックス: 22.0cm～30.0cm 

●高 低 差: 6mm 

●シューズ片足重量:約 165g(27cm) 

●発 売 日:2016 年 12 月より順次販売 

●自 店 販 売 価 格:￥16,500(税別) 

 

■adizero takumi ren boost 3 / adizero takumi ren boost 3 Wide / adizero takumi ren boost 3 W  

「”sen”より踵のクッション性を向上させ、コンチネンタルラバーと後足部の耐摩耗性ラバーを大型化した、エリートランナー向け

トレーニングモデル、サブ 3.5 ランナー向けレーシングモデル。」 

 

●展 開 カ ラ ー:ブルー× シルバーメット× カレッジロイヤル 

          コアブラック× ゴールドメット× ユーティリティブラック F16 

          イージーミント S17× ミステリーブルー S17× イージーグリーン S17(W) 

          ブルー× シルバーメット× カレッジロイヤル(Wide) 

●サ イ ズ:メンズ: 24.5cm～31.0cm、ウィメンズ: 22.0cm～29.0cm、ワイド: 22.0～31.0cm 

●高 低 差: 9mm 

●シューズ片足重量:約 190g(27cm) 

●発 売 日:2017 年 1 月より順次販売 

●自 店 販 売 価 格:¥15,500(税別) 

 

■取 扱 い 店 舗: 全国のアディダス直営店(http://www.adidas.jp/shop/)、 

          アディダス オンラインショップ(http://shop.adidas.jp/running/takumi/)、 

           adidas RUNBASE(http://adidas.jp/running/runbase/)、 

           アディダス取扱店(一部店舗除く) 

 

©2016 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group. 

 

 

一般のお客様からのお問い合わせ先 

アディダスグループお客様窓口 TEL：0570-033-033 営業時間：月～金 9：30～18：00 

※通話料はお客様のご負担となります。予め、ご了承ください。※品質向上のために通話内容を録音させていただいております。 
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