
趣　旨

１．主　催

２．主　管 大島郡陸上競技協会

３．後　援 山口県・（公財）山口県体育協会・（一財）山口陸上競技協会・周防大島町

（一社）周防大島観光協会・周防大島町商工会・周防大島町病院事業局

４．協　力 山口県柳井土木建築事務所・柳井地区広域消防組合・関係自治会

大島オレンジライオンズクラブ

５．期　日 平成３０年２月１１日（日・祝）小雨決行

ただし、主催者が危険を伴うと判断した場合は中止します。

受　付　　午前８時００分から９時００分まで…周防大島町総合体育館前

開会式　　午前９時００分から９時２０分…周防大島町総合体育館

閉会式　　競技終了後（１３時３０分を予定）…周防大島町総合体育館

６．種　目

４０歳以上一般男子

※2017年日本陸上競技連盟登録者は、ハーフマラソンまたは10kmで出した記録
を公認記録として記録証明書を交付申請することができます。

２km 10部 Ｆ 中・高・大学生を除く一般男女 無 9時40分

９部

５km

７部 中学生男子

2017年度日本陸上
競技連盟登録者
一般男子

４部
４０歳以上

男子

８部 無 10時40分

６部
４０歳以上

女子

2017年度日本陸上
競技連盟登録者
一般女子

無 10時20分

一般男子

中学生以上一般女子

一般女子

１０㎞

３部
高校生以上
39歳以下
男子

2017年度日本陸上
競技連盟登録者

５部
高校生以上
39歳以下
女子

2017年度日本陸上
競技連盟登録者
一般女子

一般男子

２部
高校生以上

女子

2017年度日本陸上
競技連盟登録者

10時10分
ハーフ
マラソ
ン

１部
高校生以上

男子

2017年度日本陸上
競技連盟登録者

１部及び２部
合計1,600人

第３４回サザン・セト大島ロードレース大会
大　会　要　項

“海と緑と太陽”をキャッチフレーズに、刻々と移り変わる美しい風景の
中でおいしい空気を胸いっぱいに吸い込みながら、睦み合い、潮風ととも
に競技してみませんか。

大島郡体育協会・中国新聞防長本社・ＫＲＹ山口放送

周防大島町教育委員会・大島郡陸上競技協会

競技種目 部門 参加資格 定員 スタート



但し、年齢は大会当日の満年齢とする。
※　各部門とも、出発１０分前までに、スタート地点へご集合ください。
※　高校生とは、高等学校在学者及びそれに該当する年齢の者とします。
※　大学生とは、大学在学中の者とします。

７．コース

（競技会コード:18350025）

周防大島町陸上競技場 （競技場コード:357050）

周防大島町陸上競技場 （　　　　〃　　　　 ）

和田　逗子ヶ浜海水浴場前方折り返し

神浦　西墓地付近折り返し

森　　森野バス停付近折り返し

長崎　山本万之丞の碑（みかんの碑）付近折り返し

８．制限時間 時間内に完走した者のみ記録集計します。

■関門

上記の時間をオーバーした人は交通規制の関係で収容します。

９．競技規則 2017年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会競技規則によります。

10．給水所 ４ケ所…ハーフマラソン　４km（１０kmの部　４km）【国道４３７　海側Ｐ】
　　　　ハーフマラソン１０km【逗子ヶ浜バス停付近】
        ハーフマラソン１５km【神浦  大野生コン付近】
        ハーフマラソン１７km（１０kmの部　６km）【国道４３７　山側Ｐ】

11．参加申込 ①郵便振替：申込締切　平成２９年１１月２０日（月）

②インターネット：申込締切　平成２９年１１月２９日（水）

申込必要事項
・ 郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・性別・生年月日

・ 参加部門（１～10部）

・
・
・

　スタート時の安全確保のため申告タイム（予想タイム）順にブロック分
けしますので、正確な予想タイムを必ずご申告ください。（未記入は最終
ブロックからのスタートになります）

閉鎖時刻：１２時３０分

※ただし、ハーフマラソンは１６００名に達し次第、締め切ります。（当
日参加申込は受付ません）

参加賞Ｔシャツサイズ（150～3L)※未記入の場合は、男性L、女性Mとします。
日本陸連登録者としてエントリーの場合は、登録陸協名及び登録番号が必須です。

申告タイム（ハーフ・１０ｋｍ・５ｋｍ）　

２ｋｍ ２０以内

ハーフマラソン 場　　所：森野バス停付近

距　　離：約１８．６km

経過時間：２時間２０分

ハーフマラソン男女 ２時間４０分以内

１０ｋｍ男女 １時間２０分以内

５ｋｍ ４０分以内

出　発

決　勝

ハーフマラソン

１０ｋｍ

５ｋｍ

２ｋｍ

周防大島町公認長距離競走路≪日本陸連公認コース：ハーフマラソン及び10㎞≫



①郵便振替

②インターネット　会員登録、手数料が別途必要です。

ＲＵＮＴＥＳ 　http：//runnet．jp/

スポーツナビDo 　https：//dosports.yahoo-net.jp/

イーマラソン 　http://www.e-marathon.jp/

12．参加料

13．参加賞

14．表彰等

抽選により、ラッキー賞として地元特産品を用意しています。

15．ゲストランナー

ﾍﾞｽﾄﾀｲﾑ

16．前夜祭 ２月１０日（土）リゾートホテルで招待選手を交えての夕食会を開催します。

１．加納　由理（かのう　ゆり）さん
　兵庫県高砂市出身。私立須磨女子高等学校を経て立命館大学経済学部に入
学。陸上競技女子トラック長距離種目で無類の強さを誇りチャンピオンとして
数々のタイトルを獲得。卒業後、資生堂に入社し、横浜国際女子駅伝では、日
本代表チームの一員として最長区間を区間新記録で走り、優勝に貢献。全日本
実業団女子駅伝でも、最長区間を走り、資生堂を初優勝に導く。2014年に現役
を引退。

・1500m　4分27秒95（2003年）
・3000m　9分07秒19（2005年）
・5000m　15分21秒70（2005年）
・10000m　31分53秒07（2004年）
・10000m　31分53秒07（2004年）
・マラソン　2時間24分27秒（2008年）

主要大会成績
・2009年ベルリン世界選手権7位
・2007年北海道マラソン優勝
・2010年名古屋国際女子マラソン優勝
【引退後】
・2016年2月　東京マラソン　　2時間39分37秒　 第15位
・2017年2月　石垣島マラソン　2時間49分47秒　優勝　大会新
・2017年2月　東京マラソン　　2時間45分09秒　第24位
・2017年6月　サロマ湖100kmウルトラマラソン　7時間37分21秒　優勝

参加を希望される方は、１人３，０００円を参加料と一緒にお振り込みください。

当日受付できなかった場合、ご希望により参加賞（Ｔシャツ）を着払いにてお
送りします。（大会の翌日から５日以内にご連絡ください。）

○完走証(記録証)：制限時間内で完走したランナーに発行します。
○部門別表彰：１部から９部まで、部門ごとに上位８位まで表彰します。
○年代別結果：年代別記録を周防大島町公式ホームページにて公表します。
（２９歳以下・３０歳代・４０歳代・５０歳代・６０歳代・７０歳代以上）

払込取扱票に必要事項ご記入の上、参加料を添えて締め切りまでに最寄の
郵便局からお申し込みください。申込用紙１枚につき１人の申込みとなり
ます。（払込手数料はご負担ください。締切後のお申し込みは無効とし、
参加料の返金はいたしません。)

※申込確定後の返金、部門変更、キャンセルはできませんのでご了承ください。

一般　3,000円　　大学・高校生　2,500円　　中学生以下　1,500円

当日参加者全員にオリジナルＴシャツ・特産ミカンを進呈。



17.開場時刻

18．その他 １）

２）

３）

４）

５）

６)

７)

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

１０．

１１．
１２．

大会開催中の事故・傷病への補償は大会側が加入した保険の範囲内であることを
了承します。
私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、またはチームメンバー（代
表者エントリーの場合）は、本大会への参加を承諾しています。
年齢・性別等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出走）はいたしません。
それらが発覚した場合、出場・表彰の取り消し、次回以降の資格はく奪等、主催
者の決定に従います。また、主催者が虚偽申告・代理出走者に対する救護・返金
等一切の責任を負わないことを了承します。
大会の映像・写真・記事・記録等（氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情
報）は新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・掲載・利
用されることを承諾します。また、その掲載権・使用権は、主催者に属します。

大会申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。
上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります。(齟齬(そご)があ
る場合は大会規約を優先します。)

自己都合による申込後の登録内容の変更（種目変更など）、キャンセルはできま
せん。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。

地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病などによる中止の場合の参加料返金は一
切いたしません。

私は、心疾患・疫病等なく、健康に留意し、十分なトレーニングをして大会に臨
みます。傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において大会に参加します。

私は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判断された場合、主催者
の競技中止の指示に直ちに従います。
私は、大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに異議ありませ
ん。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。
私は、大会開催中の事故、紛失、傷病に関し、主催者の責任を免除し、損害賠償
等の請求を行いません。

記録は、周防大島町公式ホームページまたは大会公式ホームページ
(http://sazanseto-m.com/)で大会翌日以降に閲覧することができます。
会場周辺は、午前９時３０分から交通規制があります。駐車場や道路が大
変込み合うなど渋滞が予想されますので、時間には十分余裕をもって、車
はなるべく乗り合わせてお越しください。

大会開催中、選手・役員以外のコース立入りはご遠慮ください。応援され
る方はスタンドでお願いします。
障がいをお持ちの方で単独走行が困難な方は伴走者を１人つけることがで
きます。ただし、伴走者は参加申込時までにご自身で手配してください。
『伴走』ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意しますので、１２月
２８日までに事務局へ伴走者がつく旨をご連絡ください。参加申込み後に
伴走者が参加できなくなった場合は、安全性を確保できないことから参加
できません。
また安全性が確保できないことから車椅子での参加はお断りしています。

８）参加者は下記の申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。
申込規約

本大会は記録集計を計測用タグで行います。

なお、着順・記録はグロスタイムを採用いたします。

計測用タグは、必ず返却してください。
返却がない場合、実費（２，０００円）を負担していただきます。
参加者には１月下旬にナンバーカード引換券を送付し、ナンバーカードは
当日受付にてナンバーカード引換券と交換にお渡しします。

ハーフマラソン及び10kmは、参考でネットタイムも計測します。

参加を希望される方は、１人３，０００円を参加料と一緒にお振り込みください。

開会式会場となる総合体育館の開場時刻は当日午前７時３０分の予定です。



（個人情報の取り扱いについて）

＜問合せ先＞ 〒７４２－２５１２
山口県大島郡周防大島町大字平野２６９－４４
（東和総合センター内）　周防大島町教育委員会スポーツ振興班
サザン・セト大島ロードレース大会事務局
ＴＥＬ（０８２０）７８－５０４８／ＦＡＸ（０８２０）７８－２５００
E-MAIL  taiiku@town.suo-oshima.lg.jp
【大会当日連絡先】

周防大島町総合体育館 ＴＥＬ　（０８２０）７８－２５１２

＜郵便振替口座＞ 口座番号 ０１３５０－９－４１４１
口座名義 サザン・セト大島ロードレース大会事務局

　主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を
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、大会プログラム作成、参加案内、記録通知、関連情報の通
知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、記録発表
（ランキング等）に利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関
する確認連絡をさせていただくことがあります。


