
防府読売マラソン大会事務局
〒747-0808　山口県防府市桑山二丁目1番1号  文化財郷土資料館3F
【TEL】 0835-25-2274　【Mail】 sports@city.hofu.yamaguchi.jp
【FAX】 0835-25-5578   【 HP】 http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/41/

お問い合わせ
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【電車】  JR山陽本線　

下関方面から防府西ICより…25分
広島方面から防府東ICより…25分
※選手駐車場には限りがありますので、
　極力公共交通機関をご利用ください。

防府駅より大会前日、当日の受付時間前
後及び大会終了後は、JR防府駅みな
と口とソルトアリーナ防府間で無料
シャトルバスを運行します。

【自動車】  山陽自動車道

数字はkmを表します。

コース図

15m
10m

5m
0m
0km 5km 10km 15km 25km20km 30km 35km 40km

三田尻大橋交差点 三田尻大橋交差点折返し点

植松跨線橋 植松跨線橋

高低図

アクセス 12.172017 SUN
開催日 申込開始 7.312017

MON
午後8時

積水化成品
山口

自動車学校
（アップ場）

グラウンド（工事中）
使用不可

無料
シャトル
バス
発着場

陸上
競技場

ソルトアリーナ
防府

スタート
フィニッシュ

受付（前日・当日）
控室・総合案内

県道58号線

防 府 駅
山陽本線

市役所 防府
グランド
ホテル

至下関 旧国道2号線 至周南

防府西IC 防府東 IC

佐波川至山口

山陽自動車道

国
道
　
号
線

262

ソルトアリーナ
防府
ソルトアリーナ
防府

陸上
競技場

みなと口
無料シャトルバス
発着場

駐車場 駐車場

主　催 / 中国陸上競技協会、山口陸上競技協会、山口県、山口県体育協会、防府市
　　　　読売新聞社、KRY山口放送
後　援 / 日本陸上競技連盟、防府市体育協会、報知新聞社、防府市教育委員会
主　管 / 山口陸上競技協会、防府市陸上競技協会
支　援 / 自衛隊山口地方協力本部、陸上自衛隊第17普通科連隊、航空自衛隊第12飛行教育団
　　　　航空自衛隊航空教育隊、陸上自衛隊第13飛行隊、防府医師会、防府市自治会連合会
　　　　防府交通安全協会、防府スカウト協議会

実況生中継！！
［テレビ］12：00～14：25
［ラジオ］11：50～14：40
※radiko.jpでも配信

（兼）第１８回日本視覚障がい女子マラソン選手権大会（兼）第１８回日本視覚障がい女子マラソン選手権大会

防府読売
マラソン大会
防府読売
マラソン大会

第48回第48回

テレビ・ラジオ

※グラウンド工事により、
　駐車場等が変更となります。



記録証等（申込みの際に記入または入力された大会のものに限ります、コピー可）の提出が
必要な方は、参加申込後、ただちに郵送にて大会事務局へ提出してください。（事前提出可）
※過去２年間の防府読売マラソン大会（第46回・第47回）の記録で参加申込をする方は、事務局が
記録確認を行いますので記録証等の提出は必要ありません。
※記録の記載欄に正確な大会名と開催日、記録を記入または入力してください。
※メール、ＦＡＸでの提出は無効となります。
※各申込締切日（必着）までに、記録証等の提出がない場合、参加申込は無効となります。

①主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
②申込み後のカテゴリー変更、キャンセルはできません。
③年齢や性別の虚偽申告、申込人本人以外の出走（不正出走）は認めません。その場
合は出場が取り消され、今後の出走もお断りすることがあります。また、その場合
は、主催者はいかなる補償もいたしません。
④過去の大会の参考申込用紙を使うなど、定められた手続きによらない申込みや、申
込み後、記録証等の提出がなかった場合、当該申込みは無効となります。
⑤上記②・③・④、または過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
⑥地震・風水害・降雪・事件･事故などによる中止の場合の参加料返金の有無、金額な
どについてはその都度主催者が判断します。
⑦大会に関する映像･写真･記事･個人記録（氏名・年齢・性別・肖像など）などが新聞・テ
レビ・ラジオ・ＤＶＤ・インターネット・大会プログラム・ポスターなどに報道・掲載・利用
されることを承諾したものとします。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

主催者は、個人情報の重要性を認識するとともに、個人情報の保護に関する法律及び
関係法令を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。
大会参加者へのサービス向上を目的とし、申込み内容に関する確認、参加案内、関連
情報の通知・掲載、完走賞、次回大会の案内、記録発表（ランキング等）に利用します。
また、主催者（読売新聞社、ＫＲＹ山口放送）から新聞報道や番組制作に係る取材等での
連絡をさせていただくことがあります。

①KRY山口放送によりテレビ・ラジオ中継を実施します。
　radiko.jpでスマホ・PCから聴くことができます（山口県外からは有料）
②スペシャルドリンクは、2時間25分以内の記録を有する方及びIPC登録の部の参加者に認
めます。配置を希望される方は申込み時に所定箇所に記入または入力をしてください。
　受付場所・時間については別途通知します。（目印を含み高さ30cm・直径8cm以内）
③公認記録証は日本陸上競技連盟登録者に限り発行します。
④公認記録証（送料込み発行手数料600円）の発行を希望される方は、受付会場にて
発行手数料を添えて申込みください。

⑤参加選手は、けが等による医療機関受診に備えて健康保険証を携帯してください。
⑥仮装等、競技にふさわしくない服装での出場は禁止します。
⑦正確な着順判定のため、計測用チップ付ナンバーカードは必ず胸に確実につけてく
ださい。なお、参考タイムとしてネットタイムも計測します。
⑧貴重品預かり所を設置しますので、希望者は受付時に配布する指定袋をご利用くだ
さい。なお、お預り時及び返却時にはナンバーカードの提示が必要です。
⑨受付時にお渡しした計測用チップは競技終了後必ず返却ください。未返却の場合、
実費相当額（2,300円程度）を請求させていただく場合があります。

※防府読売マラソンはRUN as ONE ‒ Tokyo Marathon 2018（準エリート）と提携しています。
これに伴い、本大会で取得する個人情報は、東京マラソン財団に電磁的方法により提供されます。
提供する個人情報は、①氏名　②性別　③生年月日　④連絡先　⑤記録（リザルト）となります。

１．下記の３点を同封し、防府読売マラソン大会事務局に郵送してください。
・送付先の住所、氏名、電話番号（平日昼間に連絡の付くもの）を明記した紙
・申込条件を満たす記録証等（コピー可）
・返送用８2円切手（返送用封筒は不要）

２．記録の確認の出来た方へ大会事務局から専用振替払込用紙を送付します。
３．専用振替払込用紙に必要事項を漏れなく記入のうえ、ゆうちょ銀
行・郵便局窓口にて参加料を入金してください。
※過去２年間の防府読売マラソン大会（第46回・第47回）参加者のうち、条件を満たされ
る方には、大会事務局から参加案内として第48回大会の募集要項を送付する際、専用
振替払込用紙を同封しますので、１.の請求手続きは必要ありません。

※専用振替払込用紙は第三者へ譲渡できません。

１．RUNNETの利用規約に従い申込みください。
２．記録証等の提出が必要な方は、参加申込後、
　ただちに大会事務局へ送付してください。

●男子の部カテゴリー1  ●女子の部カテゴリー1
●IPC登録の部

●男子の部カテゴリー1・2・3・4
●女子の部カテゴリー1・2・3

http://runnet.jp/

携帯サイトからの申込みは
右のQRコードからのご利用が便利です。

専用振替払込用紙による申込 による申込

※幸せます防府枠の申込方法は別途定めます

申込開始

エントリー
確定通知

大会受付

７/３１（月）午後８時

参加案内通知送付 12月上旬

記録確認が終了し、エントリーが完了した
方は、順次ホームページに掲載（氏名・
性別・都道府県・所属）します。

12／16（土）
13：30～17：00 または 12／17（日）

9：00～11：00
防府市スポーツセンター体育館 
ソルトアリーナ防府

男子の部カテゴリー1
女子の部カテゴリー1
IPC登録の部　申込期限

10／23（月）

男子の部カテゴリー2、3、4
女子の部カテゴリー2、3
申込期限

9／22（金）または
定員到達時点

＜幸せます防府枠＞
エントリー確定者発表
（申込多数の場合は抽選）

ホームページに掲載
（氏名・性別・所属）します。

＜幸せます防府枠＞
申込期限 7／14（金）

＜幸せます防府枠＞
申込開始 7／3（月）

申込方法

その他

個人情報の取り扱いについて

申込規約

記録証等の提出申込から大会参加までの流れ

第48回 防府読売マラソン大会 要項
（兼）第１８回日本視覚障がい女子マラソン選手権大会

男子の部に10名程度の選手を招待します。

招待選手

①参加料1人1,000円。
　開会式終了後（17時45分頃から）開会式と同じ会場で行います。
②参加希望者は、申込みをされる際に該当欄に記入または入力し、大会参加料と併せ
た金額で申込んでください。（参加選手本人及び伴走者に限ります。）

歓迎の夕べ

●時間　①大会前日　13：30～17：00
　　　　②大会当日　  9：00～11：00
●場所　防府市スポーツセンター体育館 ソルトアリーナ防府（陸上競技場北側）
　※大会1週間前までに「参加案内」を送付します。受付時に必ず持参ください。
　※ナンバーカードと計測用チップは受付の際に配布します。
　※受付時間前後及び大会終了後は、JR防府駅みなと口とソルトアリーナ防府間で、無料シャトル
　バスを運行しますので、ご利用ください。

受　付

●男子の部・女子の部　各1位～8位
 ・ 各部の優勝者には優勝杯、男子の部の優秀新人には濱村杯・貞永杯を贈ります。
 ・ 男子の部の優秀選手を海外レース等に派遣します。
 ・ 山口県内の参加者のうち最上位の選手（男子・女子）を表彰します。（県内トップ賞）
 ・ 男子の部で４０歳代、５０歳代、６０歳代以上の各年代別選手の上位３人を表彰します。
（表彰式では賞杯などの授与は行いません。後日郵送となります。）
 ・ 海外の優秀選手に国際親善神徳賞を贈ります。
●IPC登録の部　男子・女子 各1位
・日本視覚障がい女子マラソン選手権大会として、ＩＰＣ登録の部の女子選手の上位３
名を表彰します。
●参加選手全員に参加賞を、完走者全員に完走賞として、完走証、全完走者の記録を
記載した特別紙面及びフィニッシュシーンを記録したＤＶＤを贈ります。

表　彰

●健康診断は行わないので、参加者は事前に十分なトレーニングをし、各自の責任に
おいて健康状態を確認のうえ、参加してください。（心臓病、高血圧症及び糖尿病な
どの持病がある方は、あらかじめ医師の診察を受けてマラソン参加の承諾を得たう
え、自己責任において参加してください。）

健康診断

防府読売マラソンコース（日本陸上競技連盟公認）
（防府市スポーツセンター陸上競技場⇔防府市大字田島北側折返し）

コース

4時間（制限時間は号砲を基準とします）

制限時間

●平成11年4月1日以前に生まれた日本陸上競技連盟登録競技者及び一般（日本陸上
競技連盟未登録者）競技者のうち、下記の基準以内に完走した記録を持つ男女
　・マラソン …………… 4時間　　・ハーフマラソン …… 1時間33分
　※視覚に障害をお持ちの方で単独走行が困難な方は、必ず事務局へ連絡のうえエントリーをお願いします。
　※IPC登録の部は、視覚に障害をお持ちの方で、2017シーズンのIPC（国際パラリンピック委員会）
　　登録選手が対象となります。視覚に障害をお持ちでもIPC登録のない方は、❶男子の部、
　❷女子の部での参加申込となります。
　※記録は平成27年11月1日以降の日本陸上競技連盟公認コースで開催された大会の記録
　　（グロスタイム）が対象となります。
●主催者が推薦する競技者

参加資格

❶男子の部　　　■カテゴリー1（定員：なし）
　　　　　　　　　・マラソン……………2時間40分以内
　　　　　　　　　・ハーフマラソン……1時間12分以内
　　　　　　　　　　のいずれかで完走された記録証等を提出できる人
　　　　　　　　■カテゴリー2（定員：先着970人）
　　　　　　　　　・マラソン……………3時間00分以内
　　　　　　　　　・ハーフマラソン……1時間17分以内
　　　　　　　　　　のいずれかで完走された記録証等を提出できる人
　　　　　　　　■カテゴリー3（定員：先着1,100人）
　　　　　　　　　・マラソン……………3時間30分以内
　　　　　　　　　・ハーフマラソン……1時間25分以内
　　　　　　　　　　のいずれかで完走された記録証等を提出できる人
　　　　　　　　■カテゴリー4（定員：先着400人）
　　　　　　　　　・マラソン……………4時間00分以内
　　　　　　　　　・ハーフマラソン……1時間33分以内
　　　　　　　　　　のいずれかで完走された記録証等を提出できる人
❷女子の部　　　■カテゴリー1（定員：なし）
　　　　　　　　　・マラソン……………3時間00分以内
　　　　　　　　　・ハーフマラソン……1時間17分以内
　　　　　　　　　　のいずれかで完走された記録証等を提出できる人
　　　　　　　　■カテゴリー2（定員：先着200人）
　　　　　　　　　・マラソン……………3時間30分以内
　　　　　　　　　・ハーフマラソン……1時間25分以内
　　　　　　　　　　のいずれかで完走された記録証等を提出できる人
　　　　　　　　■カテゴリー3（定員：先着100人）
　　　　　　　　　・マラソン……………4時間00分以内
　　　　　　　　　・ハーフマラソン……1時間33分以内
　　　　　　　　　　のいずれかで完走された記録証等を提出できる人
❸IPC登録の部　 2017シーズンのIPC登録選手（定員：なし）
※①男子の部、②女子の部には、上記カテゴリー・定員とは別に、防府市在住・在勤・在学者を対象
とした幸せます防府枠（定員：３０人【申込多数の場合は、抽選】）を設けます。申込方法等の詳細
は別途定め、防府市ホームページ及び市広報「ほうふ」に掲載します。

申込カテゴリー・定員

●男子の部カテゴリー1、女子の部カテゴリー1、IPC登録の部
　　2017年10月23日（月）
●男子の部カテゴリー2・3・4、女子の部カテゴリー2・3
　　2017年9月22日（金）または各カテゴリー定員到達時点
●幸せます防府枠
　　２０１７年７月１４日（金）

申込締切

2017年度日本陸上競技連盟競技規則・IPC（国際パラリンピック委員会）陸上競技規
則及び本大会規定による。
①次のとおり関門通過時間規制を実施します。

※各関門閉鎖時刻に関門に到達していない選手は競技を継続する権利を失います。
　係員の指示により競技を中止し、収容車に乗車していただきます。
②関門以外においても、著しく遅れて交通警備上支障があると判断した場合は、係員
の指示により競技を中止し、収容車に乗車していただきます。
③次の地点に給水所を設置します。(スポンジ、給食供給所は設置しません。)
　4㎞、6㎞、９㎞、14㎞、18.5㎞、23㎞、28㎞、34㎞、39㎞

第1関門

第2関門

第3関門

第4関門

第5関門

関　門 距　離 場　　所 経過時間 閉鎖時刻

17.9km

23.2km

折返し点

35.0km

41.8km

ソルトアリーナ防府西側交差点

防府駅西交差点東側

田島交差点北側

ナフコ前交差点東側

陸上競技場グロリアスゲート

1時間43分

2時間13分

2時間51分

3時間20分

4時間00分

13時45分

14時15分

14時53分

15時22分

16時02分

競技規則

8,000円　※歓迎の夕べ参加者は大会参加料とは別に1,000円が必要です。

参加料開催日時
２０１７年１２月１７日（日） 12：02スタート

種　目
マラソン（42.195㎞）
❶男子の部  ❷女子の部  ❸IPC（国際パラリンピック委員会）登録の部

開会式
日時：2017年12月16日（土） 17：00～
会場：防府グランドホテル
　　 〒747－0801　防府市駅南町15番20号

※変更点があります。
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