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マラソンを含む複合型スポーツイベントや、 ｋｍ以下の大会、
ファンラン、民間企業が主催する大会を集約した部門です。

早大・相楽豊監督、城西大・ 部静二
監督、上武大・近藤重勝監督、ＭＣの
ＤＪケチャップ（写真左から）

◆ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１７（２
０１７年９月 日・東京ビッグサイ
ト）

１３０か国・地域、１３１０
の企業や団体が出店し、約 万人が来
場した日本最大の旅の祭典にブース出
展。出展ブースでは協議会および加盟
大会を紹介する〝号外〟風紙面をはじ
め、各大会チラシや観光パンフレット
等を配布しました。今年２０１８年の同祭
典（９月 日・同）への出展も決
定。加盟大会の情報発信を積極的に行
います。

◆第４回マラソンサミットｉｎＪＡＰ
ＡＮ２０１８（２０１８年１ ・明治ホー
ルディングス講堂）
　今回から全国ご当地マラソン協議会
が主催社として開催。全国のマラソン
大会関係者１３０人（非加盟大会も含む）

を集めて、地域振興、経済活性化をテ
ーマにしたシンポジウムを行いまし
た。今回、観光庁観光資源課地域資源
活用推進室の根来恭子室長、ＪＴＢス
ポーツステーションスポーツツーリズ
ム推進担当の井上宏部長、加盟大会の
しまだ大井川ｉｎリバティ実行委員会
事務局の三浦洋市事務局が登壇し、講
演を実施。また、ゲストに箱根駅伝に
出場した早大・相楽豊監督、城西大・

、上武大・近藤重勝監督
が来場し、今年行われた箱根駅伝の秘
話や裏話など本音満載のトークを行
い、マラソンサミットを大いに盛り上
げました。
◆東京マラソンＥＸＰＯ２０１８（２月
日・東京ビッグサイト）

　日本を代表する市民参加型大規模シ

ティマラソン「東京マラソン」のＥＸ
ＰＯにブースを出展。毎年ナンバーカ
ードを引き換えにくる国内外の約３万
６０００人のランナーをはじめ 万人以
上が訪れる日本最大のランニングのト
レードショーで、協議会および加盟大
会を盛大にアピールします。

　全国ご当地マラソン協議会は各地から 大会が加盟してスタ
ートし、新設したサテライト部門３大会を加え、計 大会とな
った。それぞれのふるさとの個性に彩られ、おもてなしの心に
あふれた運営で地域活性化に貢献する各大会を紹介する。

　〝佐渡の表玄関〟両津を発着点として、
佐渡島の中部を横断するコースは山と海
の絶景に彩られている。フルマラソンな
ど各部門に加え、親子で楽しめる２㌔部
門もある。空を羽ばたくトキの群れを見
られれば、一生の思い出になるはずだ。
両津地区では前
日から地元の飲
食店などが「島

呑みおけさ横丁」を開設して大盤振る舞いをし
てくれるので、レース前後の楽しみに加えてお
きたい。江戸時代の財政を支えた佐渡金銀山、
点在する海中公園などが観光の見どころとなっ
ている。

　奥州市で開催されてきた３大会を統
合する形で、昨年５月に第１回大会が
スタートした。平坦なコース、短距離
からフルマラソンまできめ細かい距離
部門があり、初心者から競技指向のラ
ンナーまで
参 加 で き
る。補給所
では名物の

岩谷堂羊羹（ようかん）、ピーマン饅頭、り
んごジュースなどの特産品を味わえる。市内
には日本最大級の茅葺屋根建築の正法寺、世
界文化遺産の追加登録を目指す白鳥館遺跡と
長者ヶ原廃寺跡などがある。

　例年１万人以上のランナーと約８
万人の来場者が訪れる国内有数の大
規模大会として知られている。三浦
海岸を発着点とする風光明媚なコー
スは、早春の三浦市の自然を全身で
楽しめる。併催イベントで人気を博
すのは特産
品が勢ぞろ

いした「みうらうまいもの市」。三崎まぐろを
筆頭にしたご当地グルメに舌鼓を打つのが、リ
ピーターが途切れない魅力の一つとなってい
る。都心から約１時間半でアクセスできる「食
のまち」で、まぐろ以外にも大根、すいかなど
名産品が多い。

　片山津温泉・山代温泉・山中温泉の三
大湯郷のフルマラソンのコースを走る。
温泉地の風情、新緑映える田園と里山、
残雪を頂いた白山、寺社の街並みなど加
賀にしかない景色を堪能できる カ所
の補給所では名物の娘々（にゃあにゃあ）
饅頭、柿の葉寿司、果実などの特産品を
数多く味わえ
る。ランナーの

お楽しみになっているのが参加賞でもらえる立
ち寄り温泉入浴券。市内の共同浴場や老舗旅館
の温泉に特別料金で入浴できるので、走った後
の疲れを癒すのにうってつけだ。

　市街地から大井川河川敷の全国初のマ
ラソン専用コース「リバティ」へと進む、
日本陸連公認のコースとなっている。最
大の特長は「完走の制限時間７時間・途
中関門なし」という初心者や女性に優し
い設定。フルマラソンと 部門には来
場者も含めて毎年約２万人が訪れる。通
称「大エイドス

テーション」と呼ばれる補給所では、おでん・
焼きそば・ラーメン・みかんなど多様な食を楽
しめる。メイン会場では川根温泉による足湯や
各種イベントが開催され、市民ボランティア「し
まだおもてなし隊」によるおもてなしが待って
いる。

　忠臣蔵のふるさと播州赤穂を懸けるコ
ースとなっている。途中の登坂区間を上
りきれば、眼前には晩秋の瀬戸内海の絶
景が広がる。制限時間はハーフ２
分、５㌔ 、初心者も参加しやすい
設定になってい
る。補給所は大
会公式８カ所に
加えて、地元の

人々による私設も点在していて、元気がわいて
くるおもてなしの心に触れられる。市内の海岸
沿いは〝よみがえりの湯〟と呼ばれる赤穂温泉
があり 月の赤穂義士祭の忠臣蔵パレードも
名物観光。

　故事で伝えられる縁起かつぎの「富が来
る路」がコースとなっていて、参加賞にも
宝くじがついている。沿
道は稲刈りの終わった晩
秋の田園風景が広がって
おり、地元の人々がユニ
ークな創作かかしを数多
く立てて応援してくれ
る。昼食はタコめし、椎

茸ご飯、具沢山の豚汁「いころ鍋」などから好きなも
のを選べる。補給所も食べものが充実しており、おも
てなしの心を感じられる。国東半島は奈良～平安時代
に六郷満山と呼ばれた仏教文化が栄えた土地で、寺社
・史跡巡りも楽しめる。 　初夏の果樹園の中を駆け抜けるハーフマ

ラソンをはじめ の部門を予
定している。最大の魅力は大会名にも冠さ
れているさくらんぼ。日本一の生産量を誇
る果実を補給所や参加賞で楽しめ、最高級
品種「佐藤錦」で知られる同市ならではの
おもてなしにな
っている。さく
らんぼ東根駅で

の住民らの出迎えや見送り、小・中学生の沿
道からの応援など心温まる出会いも待ってい
る。観光では特別天然記念物の大ケヤキ、美
人の湯で知られるさくらんぼ東根温泉などが
ある。
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〈全国ご当地マラソン協議会に関するお問い合わせ先＞
全国ご当地マラソン協議会事務局（パワーフロンティア内）

住所：大阪市福島区海老江２－３－４６Ｆ
代表： ｇｏｔｏｃｈｉ＠ｊａｐａｎ－ｍａｒａｔｈｏｎ．ｊｐ
電話：０６（７１７２）４４３１または ０８０（４０６９）５５３５

　雄大な富士山を望みながら山中湖畔を
走り、新緑さわやかな５月の名物大会と
して知られている。ハーフと湖畔１周
．６㌔のコースがあり、〝富士山に一番近
い湖〟山中湖の魅力を満喫できる。完走

％以上と、初心者がエントリ
ーするには絶好の大会といえる。ゴール
後は「ランナー
ズヴィレッジ」

が開設され、大会名物の豚汁や山梨の名産品を
楽しむことができる。国内屈指の高原リゾート
地で、夏の花火大会、紅葉まつり、雪まつりな
ど四季折々の楽しみがある。

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｍａｎａｋａｋｏ－ｒｏａｄｒａｃｅ．ｃｏｍ／

　荒川の河川敷に沿ったコースで、快晴
に恵まれれば富士山と東京スカイツリー
という足立区ならではの景色を望める。
ハーフと 部門では３～５人のチーム
登録で団体戦にも挑戦ができるので、家
族や仲間で誘い合って参加してもいい。
地元の子ども
たちによる会
場特設ステー

ジでのパフォーマンス、ゴール後の疲れた身
体を癒してくれるホットレモン、帝京科学大
と提携した無料マッサージの提供など、下町
の心意気にあふれたおもてなしも用意されて
いる。 ｈｔｔｐ：／／ａｄａｃｈｉ－ｒｋ．ｍａｉｎ．ｊｐ／ａｆｍ／

　箱根の楽しさを詰め込んだ複合的スポ
ーツイベントで、箱根・ ャンプ
村（予定）で開催する。
インを走る「富士ビューラン」（ハーフ
・約８㌔）は、まるでジェットコースタ
ーのようなハードコースだが、眼下に広

士山など箱根な
らではの絶景が楽しめる。スタートは 日＝９
時 日＝７時～。ランニング＋温泉、宿泊、
グルメ、観光…と、家族や仲間と自由に選んで、
箱根を大いに満喫できるはずだ。箱根ランフェ
スでは、初心者向けランやキッズラン・ノルデ
ィックウォーキングなど用意。

　昨年も計５回開催し、約５３００人が参加し
た大阪の夜を走る都市型のマラソン大会
で、今年で８年目を迎える。ライトアップ
された大阪城をバックに、たくさんのラン
ナーが走る大会で、人気の をはじめ、
ファンランも用意。仕事帰りのランを楽し
んだ後は仲間と
の打ち上げも大

いに楽しめるはずだ。
　大阪の中央に位置する大阪城公園は、梅田
や難波といった観光地やＵＳＪへのアクセス
にも最高の場所であり、出張や観光ついでに
楽しめるナイトランイベントだ。
ｈｔｔｐ：／／ｓｐｏｎｉｃｈｉ－ｍａｒａｔｈｏｎ．ｃｏｍ／ｏｓａｋａ＿ｃａｓｔｌｅ／

　長崎を代表する観光スポットとして多くの人
々が訪れるハウステンボスは、欧州全体の街並
みを再現したテーマパークで、年々新しい施設
が完成。
　九州最大のテーマパークの中を走るランイベ
ントは今年で５年目。ランナーの楽しみは、園
内にある日本最大の
１２０万本のバラが、

ランナーを迎えてくれる。欧州の街並みの中
を走る園内１周約５㌔のコースで、５㌔と
㌔をはじめ、２㌔ファミリーの部も用意。ま
た、仮装での参加も全部門ＯＫで、インスタ
も十分に楽しめるはずだ。
ｈｔｔｐ：／／ｓｐｏｎｉｃｈｉ－ｍａｒａｔｈｏｎ．ｃｏｍ／ｒｏｓｅ－ｍａｒａｔｈｏｎ／

公式サイトＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｊａｐａｎ－ｍａｒａｔｈｏｎ．ｊｐ／

　マラソンを含む複合型スポーツイベントや、 以下の大会、
ファンラン、民間企業が主催する大会を集約した部門です。

第４回マラソンサミットｉｎＪＡＰＡ
Ｎには約１２０名のマラソン関係者が参加

全国ご当地マラソン協議会ブース

ｈｔｔｐ：／／ｈａｋｏｎｅ－ｒｕｎｆｅｓ．ｃｏｍ／

早大・相楽豊監督、城西大・
監督、上武大・近藤重勝監督、ＭＣの
ＤＪケチャップ（写真左から）
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