
 
 

 

 
 
 

 
2017 年 12 月 21 日 

アディダス ジャパン株式会社 
 

ウィルソン・キプサング選手 来日決定！ 

勝ちつづけるための一足、「adizero」シリーズ発売記念ランニングイベント 

adidas Runners presents 
「adizero SPEED SUMMIT 2018」 

2018 年 1 月 21 日（日）11:00～＠明治神宮外苑 
http://shop.adidas.jp/running/community/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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、ランナー

を速くするために進化し続けるランニングシューズ「adizero（アディゼロ）」シリーズの 2018 年春夏モデルの発売を記念し、2018 年

1 月 21 日（日）11:00 より明治神宮外苑にて「adizero SPEED SUMMIT 2018」を開催します。本イベントをきっかけに、ランニングの

素晴らしさや楽しみ方を伝えていきます。 

  

adidas Runners presents「adizero SPEED SUMMIT 2018」実施概要 
 

実施日時 ：2018 年 1 月 21 日（日）11:00～16:30（受付時間 9:00～10:45） 

実施場所 ：明治神宮外苑 特設コース（東京都新宿区霞ヶ丘町 1-1） 

募集人数 ：750 名 

応募期間 ：2017 年 12 月 21 日（木）10:00 ～ 2018 年 1 月 8 日（月）23:59 

URL ：http://shop.adidas.jp/running/community/ 

参加費 ：無料 

ゲスト ：ウィルソン・キプサング選手 

青山学院大学 陸上競技部 

アディダス ランニングアドバイザー 市橋有里氏 

アディダス ランニングアドバイザー 湯田友美氏 

実施概要 ：総距離 3km のコース内に複数のゲートを設置し、それぞれのゲートに通過するまでの制限時間を設定。ラン 

ナーは時間内に各ゲートを通過できなければ失格となります。予選レースで全てのゲートを通り抜けられたラ 

ンナーは決勝レースに進み、レベル別の優勝を競います。尚、本レースは 5 つのレベルに分かれて行われます。 

レンタル ：ランニングシューズ 

協賛 ：エス・アイザックス商会社、ファイテン社、マスターズ・アイ社 (五十音順) 

備考 ：最新作を含めた「adizero」シリーズのトライアル、参加者全員に「adidas Runners オリジナルランニング 

T シャツまたはシングレット」の無料配布、ウィルソン・キプサング選手着用モデル「adidas adizero Sub2」  

の展示 

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。 

PRESS RELEASEE 

 

http://shop.adidas.jp/running/community/
http://shop.adidas.jp/running/community/


 
 

 

 

◆「自分の限界を超えろ。」をコンセプトに、制限時間内にコースを走り抜ける 

本イベントは「自分の限界を超えろ。」をコンセプトに、ランナーを速くするための 

シューズ「adizero（アディゼロ）」シリーズの試走ができるランニングイベントです。 

参加者のタイム別に 5 つのレベルを設け、レベルごとに分かれてレースを行います。 

(レベル詳細：右図参照) 

総距離 3km のコース内には複数のゲートが設置され、それぞれのゲートには通過する 

までの制限時間が設定されています。ランナーは設定された時間内に各ゲートを 

通れなければ失格となり、予選レースで全てのゲートを通過できたランナーは、決勝 

レースに進みレベル別の優勝を競います。 

各レベルで優勝したランナーには、豪華景品をご用意しております. 

 

◆豪華ゲストによるペースメイクや各種ランニングアイテムの体験など、充実のサポート 

当日は adidas 契約アスリートのウィルソン・キプサング選手や青山学院大学 陸上競技部を始めとした、豪華ゲストが登場。 

adidas 契約アスリート、アディダス ランニングアドバイザー及び adidas Runners キャプテン・コーチが、ペーサーとして 

ランナーの限界を更新するためのサポートを行います。 

協賛企業様のブースでは、ランナーが快適に走れるためのサングラスの貸出、ボディケアやシューズのお手入れなども 

ご案内しています。 

 
 
■ゲストプロフィール 
        

               

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご参考＞ 

「adizero（アディゼロ）」シリーズとは 

「日本人ランナーを速くするために。」をコンセプトに、軽さ、クッション性、フィット感、反発力などを追求したシリーズ。 

  目標を追求する人の走りを支え、トップランナーもその実力を高く評価しています。    

  

＜adizero（アディゼロ）製品特徴＞ 

◆日本人ランナーの足型に 3D でフィットする『micro FIT (マイクロフィット) レーシングラスト』 

日本人のために開発された 3D 形状の『micro FIT レーシングラスト<足型>』とヒールモールドは、 

前足部から踵までぶれないフィット感を提供。スピードを引き出します。 

 

◆スピードアップを実現する BOOST™フォーム搭載 

 フォア・ミッドフット走法で接地するトップランナーのためのミッドソールには、『高反発性能』を誇る BOOST™フォームを搭載。

加重と蹴り出しを推進力に、スピードを生み出す構造に設計しています。 

 

◆全天候下で信頼のグリップ力を発揮するコンチネンタルラバー 

 欧州タイヤメーカーコンチネンタル社が開発したグリップ性の高いコンパウンドを採用。濡れた路面で約 39%、乾いた路面で 

 約 32%(当社比)向上させたグリップ性能により、力強い蹴り出しと推進をサポートします。 

 

 

各レベル及び想定タイム 

 ※3km コースの平均・想定タイム 

 

Level 1…14 分～15 分 

Level 2…12 分 30 秒～13 分 

Level 3…11 分～11 分 30 秒 

Level 4…10 分～10 分 25 秒 

Level 5…9 分～9 分 25 秒 

 

 

 

ウィルソン・キプサング・キプロティチ選手 

 

アディダス契約アスリート、元世界記録保持者 

ケニア リフトバレー州ケイヨ地域出身のマラソンランナー 

2010・2011 年フランクフルトマラソン、2011 年ロンドンマラソン優勝 

2013 年ベルリンマラソン、2 時間 3 分 23 秒で世界記録を樹立 

2017 年東京マラソン、日本国内マラソン記録 2 時間 3 分 58 秒を樹立し優勝 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%8B%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%B7%9E


 
 

 

＜最新モデル＞※価格は自店販売価格です 

 

 【adizero takumi sen boost】              【adizero takumi ren boost】           【adizero takumi ren boost W】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【adizero Japan boost】            【adizero boston BOOST】                     【adizero boston BOOST 2W】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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/adizero/) 

・アディダス取扱店 (一部店舗除く) 

 

©2017 adidas Japan K.K. adidas and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者からのお問い合わせ先 

アディダス ジャパン広報事務局（株式会社イニシャル内）担当：塩田、髙村、名取 

TEL：03-6862-6688 FAX：03-5572-6065 E-mail：adidas@vectorinc.co.jp 

※画像はこちらからもダウンロード可能です。 http://news.adidas.com/JP 

 

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。 

開催場所 
西競技場 

商品番号 CM8250  

\16,500+税 

商品番号 BB6428  

\15,500+税 

商品番号 BB6432  

\15,500+税 

※1 月より順次発売予定 

\14,500+税 

※1 月より順次発売予定 

\12,000+税 

※1 月より順次発売予定 

\12,000+税 

http://www.adidas.jp/shop/
http://shop.adidas.jp/running/adizero/
file://///milano/Initial/I4/■adidas/★リリース/ムービーリリース/adidas@vectorinc.co.jp
http://news.adidas.com/JP

