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石神さん女子マラソン

神秘のパワースポット
石神さん

女性の願いを

ひとつは

叶えてくれる

主　　　催 石神さん女子マラソン実行委員会●ハーフマラソン（21.0975㎞） スタート10：00
●10kmマラソン スタート10：15
●2.2kmマラソン スタート10：30

競 技 種 目

お問い合わせ会　　　場　三重県鳥羽市相差町、畔蛸町地内 石神さん女子マラソン実行委員会
〒517-0032　三重県鳥羽市相差町 1240-1  
TEL.0599-21-6660

I s h i g a m i s a n  
Wo m e n 's  m a r a t h o n

丸山 桂里奈   〈 タレント・                                  元サッカー女子日本代表〉

大村 　由衣   〈 TeamR2 〉
TeamR2（チームアール
ツー）は、市民ランニン
グの普及・発展を目指
し、その魅力を発信して
いく女性ランニング
チームです。

現役時代はなでしこ
ジャパンのFWとして、
W杯優勝・オリンピック
銀メダル獲得。昨年末
に現役引退し、現在は
タレントとして活動。

Guest runner



■競技スケジュール   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　受付：午前7時30分開始   畔蛸漁港（メイン会場）
 　          スタート時刻の30分前までに済ませてください。
　●前日受付は神明神社（石神さん）境内にて13時からおこないます。
　●受付の際には、参加通知書をお渡しください。
　●引き換えに「大会要領」「参加賞」をお渡しいたします。

■制限時間・関門      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ハーフマラソンの関門閉鎖は3か所
　第一関門： 6 . 9キロ地点で、10時53分
　第二関門：14 . 2キロ地点で、11時48分
　第三関門：18 . 5キロ地点で、12時21分
　※関門閉鎖後の走行は認めません。

■表彰      　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　競技終了後、表彰を行います。
　●入賞1位～6位（副賞としてペア無料宿泊招待）
　●とび賞ほか多数
　　とび賞については完走証の提示で地場産品など豪華景品を贈呈致します。

■参加賞   　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●ハーフマラソン：オリジナルバッグ
　●10kmマラソン：オリジナルバッグ
　●2.2kmマラソン：オリジナル巾着

■記録   　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●完走者には完走証（当日）を発行します。

■健康管理   　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●参加者は各自の責任において、事前に医師の診断を受けるなど、健

康上異常がないことを確認しておいて下さい。
　●主催者は、１日保険には加入しますが、競技中における事故、ケガ

等について応急処置以外は一切責任を負いません。
　●体調不良の場合は無理をせずに出場をとりやめてください。

■手荷物・貴重品     　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●手荷物置き場は設置しておりますが、貴重品につきましては、各自の

責任で管理をお願いします。

■競技上の注意     　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●警察官・係員などの指示に従って走行して下さい。
　●ウォーミングアップは安全な場所で行って下さい。

■関連イベント    　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●セレモニーイベント
　　・大会ゲスト ゲストランナー 関連イベント
　　・閉会・表彰式
　●南鳥羽物産市（仮称）
　　地元関係者出店による物産品等の販売　など

■宿泊のご案内 前泊・当日泊のご予約を紹介させて頂きます   　　　　　　
　●相差観光協会  TEL.0599-33-6411・0599-33-7453
　●畔蛸旅館組合  TEL.0599-33-6143
　●国崎旅館組合  TEL.0599-33-6052
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お問い合わせ  石神さん女子マラソン実行委員会

後　　援［予定］

協　　力［予定］

協　　賛［予定］

三重県、三重県観光連盟、鳥羽市、鳥羽市教育委員会、鳥羽市体育協会、鳥羽市スポーツ推進協議会、鳥羽ライオンズクラブ、
鳥羽市自治会連合会、近畿日本鉄道㈱、三重交通㈱、中日新聞、読売新聞、毎日新聞、伊勢新聞
鳥羽商工会議所、鳥羽市観光協会、相差観光協会、長岡スポーツ文化クラブ、長岡自治連合会、相差町街づくり推進協議会、
相差旅館組合、相差民宿組合、畔蛸旅館組合、国崎旅館組合、鳥羽磯部漁協相差支所、みえのスポーツ応援隊
山崎製パン㈱、損保ジャパン日本興亜㈱、㈱鳥羽水族館、㈱赤福、㈱御木本真珠島、ブランカ㈱、鳥羽市内郵便局、アサヒ飲料㈱、
㈱第三銀行、JA鳥羽志摩農協、㈲オカモトヤ、㈲アンドウセンイ、㈱真珠漬本舗、鳥羽一番街、井村屋㈱、鳥羽市温泉振興会、
相差海女文化運営協議会、くざき鰒おべん企業組合、的矢港あだこ岩がき協同組合

〒517-0032   三重県鳥羽市相差町 1240-1    TEL.0599-21-6660

大会要項
石神さん女子マラソン

■名　　　称　石神さん女子マラソン
■主　　　催　石神さん女子マラソン実行委員会
■開　催　日　2018年（平成30年）2月4日㈰　※雨天決行
■会　　　場　三重県鳥羽市畔蛸漁港内　　　
■会場案内図　

■コース     　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　相差町、畔蛸町地内をスタート・ゴールとする
　「石神さん女子マラソンコース」

■参加資格   　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●ハーフマラソンは2時間40分以内で完走できる方。
　　（18歳以上の女子）
　●10kmマラソンは1時間30分以内で完走できる方。
　　（18歳以上の女子）
　●2.2kmマラソンは男女問わず小学生以上。
　　幼児・保育園児可能。但し保護者同伴。

■定員（先着）  　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●ハーフマラソン：500名
　●10kmマラソン：300名
　●2.2kmマラソン：200名

■エントリー期間     　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　2017年10月5日～2018年1月6日※RUNNETのみ
　詳細はHP  http://runnet.jp/   

■競技種目・参加料     　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　●ハーフマラソン（21.0975㎞）スタート10：00　参加料3,500円
　●10kmマラソン　　　　　　スタート10：15　参加料3,000円
　●2.2kmマラソン　　　　　   スタート10：30　参加料1,500円
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　●2.2kmマラソンは男女問わず小学生以上。
　　幼児・保育園児可能。但し保護者同伴。
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