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スポーツエントリーとは？

国内最大級のスポーツ大会申し込みサイトです

「スポーツエントリー」は、国内外の参加型スポーツ
イベントの検索、参加申し込みができる「エントリー
サイト」です。

近年、国民的な趣味として定着したマラソン大会ほか、
日本全国、年間2800件以上のイベントや競技会をお取
り扱いしています。
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2023年時点
累計利用者数

228万人

以上！

2022年
月間ページビュー

292万PV

2022年
イベントのべ参加者

46万組

以上！



ユーザープロフィール

会員は日本全国のスポーツマン

競技志向の強いアスリート層からビギナーまで、アマ
チュアスポーツマン全般がスポーツエントリーの会員
です。

年齢では、近年の健康志向の高まりから経済的・時間
的な余裕があるアクティブミドル層が厚く、地域では
イベント開催数の多い都市部の居住者が多めです。

2

居住地
関東

47.8%

近畿

13.1%

九州・沖縄

16.3%

中部・北陸

12.5%

北海道

東北

5.7%

中国・四国

3.8%

海外

0.8%
10代

以下

3%
20代

8 %

30代

18%

40代

28%

50代

25%

60代以上

17%

年齢層

男女比

男性
72%

女性
28%



取扱いジャンル

流行のマラソン、自転車を中心に幅広いジャン
ルを扱っています

近年のジョギングブームもあって、ビギナー層が急増
したランニング大会の利用者が約半数。一般的なマラ
ソンだけでなく、トレイルランニングやロゲイニング
と行ったサブジャンルへ参加者も拡大しています。

また同じくブームとなっているスポーツ自転車の大会
やサイクリングイベントのお取り扱い数は国内No.1。
自転車を趣味にしている層の認知度が非常に高いサー
ビスです。

女性やシニア層に人気のウォーキング大会の利用者も
近年急増しています。
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マラソン

ランニング

53%自転車競技

サイクリング

30%

ウォーキング

8%

ゴルフ

スイミング
トライアスロン その他



ランニング
メルマガ配信数

312,000 通約

ランニングイベント
年間取扱数

1300 大会約
フル

440大会約62 大会約

55 大会約

ハーフ

ウルトラ

300大会約

10km未満

年間PV

636,000 PV約

年間エントリー件数

243,000 件約

個人登録および・チーム登録合計
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イベント・競技参加者に直接リーチ！

300大会約

トレイル

190大会約

親子&リレー

115大会約

その他

カテゴリ：ランニング

※記載件数は、2022年のものとなります。



自転車メルマガ配信数

117,000

※ご参考:自転車雑誌の公称発行部数

サイクルスポーツ＝20万部

バイシクルクラブ＝20万部

通約

自転車イベント年間取扱数

840大会約
ロングライド

60大会約180大会約

60 大会約

ヒルクライム

エンデューロ

300大会約

その他

年間PV

3,870,000 PV約

年間エントリー件数

134,000件約

個人登録および・チーム登録合計
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イベント・競技参加者に直接リーチ！

カテゴリ：サイクリング

※記載件数は、2022年のものとなります。



ユーザー像

スポーツ市場のオピニオンリーダーにリーチ

スポーツを趣味とする人口の中でも、公的な競技会・
大会に出場する層は、非常にモチベーションの高いス
ポーツマンと言えます。

競技会で上位を狙うエリートや、近年SNSなどでカリ
スマ的な人気を誇る市民プレーヤーも登場するハイア
マチュアなど、ビギナー層への強い影響力を誇るス
ポーツ市場のオピニオンリーダーがスポーツエント
リーの利用者です。

プロ

エリート

ハイアマチュア

アマチュア

ビギナー・エンジョイ

未経験者・潜在層
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会員層イメージ

憧れの的

SNS発信力高

購買力高

強い健康志向



スポーツエントリーを活用したPR事例

趣味に健康に意識の高い層に届く

スポーツ用品メーカー様や販売店様はもとより、旅行
代理店様や製薬・食品メーカー様など、余暇活動や健
康増進に関心が高く積極的なユーザーへのPRの場とし
てご活用いただいています。

バナー広告や会員の属性を絞ってのターゲティング
メールはもちろん、タイアップ記事やイベント連携等
の企画提案も可能です。

PR内容やご予算ほか、ご希望に応じて最適なプランを
ご提案できますので、まずはお問い合わせください。
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スポーツメーカー様
シューズ、ウェア

GPS時計など

旅行代理店様
スポーツ関連ツアーなど

スポーツ用品店様
セール情報など

イベント主催者様
スポーツ大会、演劇など

放送局様
イベント、番組の告知

食品メーカー様
機能性食品
健康食品など



過去の掲載例（パワープッシュ／タイアップ）

自転車ブランド 映画 サイクルコンピューター

ランニングウォッチ 自転車レース番組 自転車ブランド

自転車パーツ 栄養補助食品 サイクリングツアー



広告メニュー
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PCサイト
トップページ表示時

トップエキスパンド広告

トップページにアクセスした際に、アニメーションを
使って大きく表示される、視覚効果の強い広告です。

※広告上の「CLOSE」ボタンをクリックすると縮小されます。
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※インプレッション、CTRなどは実績をもとにした想定値であり、パフォーマンスを保証するも
のではありません。
※掲載期間など、メニュー以外をご希望の場合は担当者までお問い合わせください。

広告枠情報

掲載面 トップページ

掲載期間 2週間 掲載開始日時 任意の日時

想定掲載量 90,000imp 平均CTR 1.75%

表示方法 占有掲載 保証形態 期間保証

料金 300,000円 掲載単価 3.33円/imp

原稿仕様

サイズ (横×縦)

PC用：660×335px 形式 JPEG/GIF/PNG

縮小時用：660×45px 差し替え 1回可能(営業日のみ)

SP用：PC用を流用 入稿締切 7営業日前17時まで

スマートフォン
トップページ表示時

掲載期間平均

2000
クリック！

トップページ
&

アニメーションで

目立つ！



レクタングル
バナー掲載枠

レクタングルバナー

トップページや大会情報ページほか、多くのページに表示
されるレクタングルバナーです。高頻度で表示されるため
ブランディング効果が期待できるスペースです。
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ほぼ全ページに掲載！

約110万imp

/2週間
※一部大会のエントリーページについて、他の広告が表示されることがあります（最大10大会）
※インプレッション、CTRなどは実績をもとにした想定値であり、パフォーマンスを保証するも
のではありません。
※掲載期間など、メニュー以外をご希望の場合は担当者までお問い合わせください。

広告枠情報

掲載面 全ページ（一部大会ページを除く※注）

掲載期間 2週間 掲載開始日時 任意の日時

想定掲載量 1,100,000imp 平均CTR 0.17%

表示方法 占有掲載 保証形態 期間保証

料金 200,000円 掲載単価 0.18円/imp

原稿仕様

サイズ (横×縦) 300×250px、640×100px（スマートフォン用）

形式 JPEG/GIF/PNG

差し替え 1回可能(営業日のみ)

入稿締切 7営業日前17時まで

スマートフォン
表示時

レクタングル
バナー掲載枠



広告枠情報

掲載面 大会ページ（一部大会を除く※注）

掲載期間 2週間 掲載開始日時 任意の日時

想定掲載量 600,000imp 平均CTR 0.17%

表示方法 占有掲載 保証形態 期間保証

料金 150,000円 掲載単価 0.21円/imp

原稿仕様

サイズ (横×縦) 300×250px

形式 JPEG/GIF/PNG

差し替え 1回可能(営業日のみ)

入稿締切 7営業日前17時まで

ボトムバナー

大会情報の直下に配置されるバナーです。ユーザーの視線
導線上にあるため、クリック率が高いハイパフォーマンス
な掲載枠です。
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※一部大会ページについて、他の広告が表示されることがあります（最大10大会）
※インプレッション、CTRなどは実績をもとにした想定値であり、パフォーマンスを保証す
るものではありません。
※掲載期間など、メニュー以外をご希望の場合は担当者までお問い合わせください。

ボトムバナー
掲載枠

スマートフォン
表示時

ボトムバナー
掲載枠

クリック率高！
平均CTR

約0.17%！



競技種目ごとのイベント検索ページに表示されるバナーで
す。ランナー、サイクリスト、ウォーキングなど、イベン
ト参加者に対象を絞り込んでPRを行えます。

掲載枠

広告枠情報(全カテゴリー共通)

掲載面 カテゴリーページ 枠数 3枠

掲載期間 2週間 掲載開始日時 任意の日時

表示方法 占有掲載 保証形態 期間保証

ランニングカテゴリー

想定掲載量 50,000imp 平均クリック数 320

料金 100,000円 平均CTR 0.64%

サイクリングカテゴリー(自転車)

想定掲載量 50,000imp 平均クリック数 340

料金 100,000円 平均CTR 0.67%

原稿仕様(全カテゴリー共通)

サイズ(横×縦) 660×172px 差し替え 1回可能(営業日のみ)

形式 JPG/GIF/PNG 入稿締切 7営業日前17時まで

カテゴリーページバナー
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対象を絞った
PRができるので

CTR高!
平均

0.6%以上！

無駄がない！
※インプレッション、CTRなどは実績をもとにした想定値であり、パフォーマンスを保証する
ものではありません。
※掲載期間など、メニュー以外をご希望の場合は担当者までお問い合わせください。

掲載枠



ターゲティングメール広告

スポーツエントリー会員に一社独占の広告メールを配信しま
す。年齢や地域を区切ってのセグメント配送も可能です。

実際にイベントにエントリーをした方のみを対象としており、
アクティブなアマチュア層に対して、効率的にPRできます。
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広告メッセージ

一社独占で

数万の会員に

メール配信！

広告枠情報

メール体裁

【件名】全角最大28文字以内
【本文】全角36文字×200行以内

（推奨50～100行程度）
※広告主名、問い合わせ先を

ご記載ください
※HTMLメールは当社雛形を使用

URLクリック
カウント

4箇所まで設定可能

形式 テキスト/HTMLメール

配信日
当社営業日、金曜以外（応相談）
※他のメール配信と重なる場合、
ご希望に添えない場合があります

ご入稿締切 配信日7営業日前

CTR 約1.0～5.0％

料金

10,000通未満 10万円 ※最低配信料金

10,000～59,999通（10円/通）
6万通～（7円/通）
15万通～ 4.5円/通 ※キャンペーン中！

基本サービスセグメント

カテゴリ 各スポーツカテゴリ毎

性別 男性 / 女性

最低
配信通数

10,000通

配信セグメント（※ご相談可）

年代
10歳から90歳まで
10歳単位

地域
居住都道府県単位

（市区町村不可）

※インプレッション、CTRなどは実績をもとにした想定値であり、パフォーマンスを保証するものではありません。

広告メッセージ

スポーツカテゴ
リや地域など、
配信セグメント

指定可！

HTMLメール テキストメール



パワープッシュ広告

ランニングまたはサイクルイベントのトップページの
ファーストビューにある人気大会スライド欄の先頭に展開
する大型の広告枠です。

ランナーやサイクリストの視覚に強力に訴えるだけでなく、
クリック率も高く、タイアップ記事広告との併用も効果的
です。
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※インプレッション、CTRなどは実績をもとにした想定値であり、パフォーマンスを保証するも
のではありません。
※掲載期間など、メニュー以外をご希望の場合は担当者までお問い合わせください。

掲載枠

掲載枠

カテゴリートップ
の1st viewで
強力Push!!!

スマートフォン
表示時

広告枠情報

掲載面
「ランニング・マラソン」「サイクルイベント」のいずれかの

トップページ

掲載期間 2週間 掲載開始日時 任意の日時

想定掲載量 50,000imp 平均CTR 1.7%

表示方法 占有掲載 保証形態 期間保証

料金 200,000円 掲載単価 4円/imp

原稿仕様

サイズ (横×縦) 1400×590px（スライド用）、300×250px（バナー用）

形式 JPEG/GIF/PNG

差し替え 1回可能(営業日のみ)

入稿締切 7営業日前17時まで

クリック率高！
平均CTR

約1.7%！



掲載枠

エントリー完了ページ広告

エントリー完了ページに掲出される広告枠です。特定の大
会のみに掲出することも可能です。

イベントに関連した宿泊、交通、サービスPRや、イベント
スポンサーのための広告としてご活用いただけます。
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※インプレッション、CTRなどは実績をもとにした想定値であり、パフォーマンスを保証するも
のではありません。
※掲載期間など、メニュー以外をご希望の場合は担当者までお問い合わせください。

広告枠情報

掲載面 エントリー完了ページ

掲載期間 1ヶ月～ 掲載開始日時 任意の日時

料金 100,000円／月 保証形態 期間保証

表示方法 占有掲載 平均CTR 0.6%

想定imp数 50,000imp／月 枠数 3

原稿仕様

サイズ (横×縦)
PC: 300×250
SP: 320×50

形式 JPG/GIF/PNG

差し替え 不可

入稿締切 7営業日前17時まで

エントリー直後の
アクティブユーザー

にリーチ



----------------------------------------------------------
ご注文確認（セブン・イレブンでのお支払い）
----------------------------------------------------------

149594name 様

この度はスポーツエントリーをご利用いただき、ありがとうございます。
お客様のお申込みいただいたイベントは以下の通りです。

【払込票番号】 7203544861509
【イベント名】スポーツエントリーマラソン
【種 目】 21）ハーフマラソン：男子（50代）
【開催日】2019年10月20日(日)開催

【エントリー者（代表者）】 149594name
【支払期限 】 2019年 09月 05日

参加料： 4500 円
利用料： 225 円
お支払い合計金額： 4725 円

本メールは送信専用となります。
本メールへの返信はできません。
お問い合わせは、こちらからお願い致します。
https://www.sportsentry.ne.jp/inquiry

エントリー完了メール広告

ユーザーがエントリーを行った際に送信される確認メールに
掲出される広告枠です。エントリーしたイベントのカテゴ
リー別に掲出することも可能です。

サービスPRや、イベントスポンサーのための広告としてご活
用いただけます。
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エントリー直後の
アクティブユーザー

にリーチ
※インプレッション、CTRなどは実績をもとにした想定値であり、

パフォーマンスを保証するものではありません。

テキストメール

広告枠情報

受信者 エントリーを完了したユーザー

料金
1万通未満：100,000円（最低配信料金）
5万通未満：10円／通
5万通～：8円／通

想定CTR 2.0～5.0%

表示形式 テキストメール

枠数 1枠

入稿締切 配信日より7営業日前17時まで

セグメント指定
イベントカテゴリー（ランニング・マラソン、サイクルイベン

ト、ウォーキング）を指定可

配信日指定 不可

広告メッセージ



1

2

タイアップ広告

スポーツエントリーの記事として貴社商品・サービスを紹介します。多くの情報を、よ
り関心のあるユーザーに届けることができます。

スポーツエントリーのトップページ含む全ページに誘導枠を設置し、タイアップページ
へと誘導します。タイアップページは当社にて制作いたします。
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広告枠情報

料金
￥1,000,000～
※タイアップ制作費、誘導広告

制作費、誘導広告掲載料含む

想定PV 3,000～6,000PV

掲載期間 4週間～

誘導枠
全ページ(一部コンテンツ除く）
※枠状況により異なる広告枠の

ご案内の場合もございます

広告サイズ 1ページ（標準）

申込・
オリエン締切

掲載開始日の30営業日前

入稿締切 掲載開始日の10営業日前

原稿仕様

サイズ
(縦×横)

誘導枠①
画像：1400ｘ590 px
誘導枠②
画像：300ｘ250 px

形式 JPEG/GIF/PNG

表示方法 貼り付け アニメーション 不可

同時掲載 一件 差し替え 不可

スポーツエント
リーの記事で

商品、サービス等
をご紹介！！

制作
スケジュール

オリエン締切（30営業日前）→ 構成案提出／確定（25営業日前）→ 
取材、制作スタート → 校正作業（15営業日前）→ 校了 → 納品（10営業日前）
※校正は１回

備考

・タイアップページ、誘導枠の表現はご相談の上、弊社にて決定・制作します。
・サイトデザインは変更する可能性があります
・タレント・著名人の起用には別途料金が必要です
・その他、遠隔地での取材など企画内容によっては追加料金を頂戴いたします。
・写真素材などのご提供をお願いする場合もあります。
・詳細は別途お問い合わせください

タイアップ広告への
誘導箇所

※インプレッション、CTRなどは実績をもとにした想定値であり、パフォーマンスを保証するものではありません。
※掲載期間など、メニュー以外をご希望の場合は担当者までお問い合わせください。

記事ページ



入稿規定及び注意事項

◆入稿規定

原稿仕様：各広告メニューをご参照ください。

入稿締切日：各広告メニューをご参照ください。

入稿方法：Ｅメールで担当（contents@approad.co.jp）まで、添付ファイルにてご入稿ください。入稿確認後、受
領メールをお送りします。

リンク先について：動作確認の関係上、掲載開始日の7日前までにリンク先のページを立ち上げてください。

◆注意事項

バナー広告掲載は原則弊社営業日の正午12:00に掲載開始、同日PM18:00時までを掲載確認時間とします。

各広告枠の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更する場合がございます。最新の状況を必ず担当までご確認く
ださい。

火災、停電、天災地変等の不可抗力やシステムの定期的なメンテナンスのため、広告が掲載及び配信されない時
間がございます。その場合、月間48時間を超えない場合、またメール配信に関しては、24時間以内に配信された
場合は免責といたします。

記載の料金は税抜き価格です。
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広告の内容は事前に審査させていただきます。内容によっては掲載できない場合もございますのであらかじめご
了承ください。

広告掲載商品につきましては、競合排除・競合調整を行っておりません。

以下の広告については、掲載をお断りさせていただきます。

また一部の業種（消費者金融、非科学的広告、ギャンブル、ダイヤルＱ２、在宅ワーク、ねずみ講、ネットワー
クビジネス、出会い系サイト、結婚情報産業、風俗、美容整形・エステ等のコンプレックス系）については、掲
載をお断りする場合がございます。詳しくは、お問い合わせください。

1. 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの

2. 法律、政令、省令、条例、条約、公正競争規約に違反、または
そのおそれがあるもの

3. 許可・認可のない広告主によるもの

4. 詐欺的なもの、誤認を生じさせるおそれのあるもの又は虚偽で
あるもの

5. 医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等を厚生労働省
が承認していないもの

6. 暴力、賭博、麻薬、売春等の行為を肯定または美化するもの、
又は犯罪行為を誘発するおそれのあるもの

7. 詐欺的または健全性を欠いた経済行為に係るもの

8. 宗教団体の勧誘又は布教活動の係るもの

9. 内外の国家、民族等の尊厳を傷つけるおそれのあるもの

10. 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職
選挙法に抵触するおそれのあるもの

11. 写真、イラスト、コピーで以下の内容が含まれているもの

・醜悪、残虐、猟奇的で嫌悪感又は不快感を与えるおそれのあるもの

・商標権、著作権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの

・名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨
害のおそれのあるもの

・非科学的又は迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与えるおそ
れのあるもの

12. その他弊社が不適切だと判断したもの。

広告掲載規定について
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その他の弊社提供サービス

• スポーツイベントの参加者受付・決済代行

• スポーツイベントの運営サポート（事務局業務、記録計測等）

• スポーツイベント情報のデータ提供（データ納品、API提供等）

ご相談・お見積りはお気軽にお問い合わせください。
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お問い合わせ先

株式会社アプロード
営業企画部

メディアプロモーション担当
03-5283-1159

contents@approad.co.jp
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