
コース名・種目・協賛 部　門 スタート・制限時間 関　門 定員・参加料（１人）

フルマラソン
協賛
　吉備信用金庫
　山崎製パン㈱
　㈱紀文西日本
　長野病院

男子

Ａ組（50 歳以上） 商工会館東の交差点
午前 10 時 30 分
◆制限時間
　６時間以内
●競技終了
　午後４時 30 分

				7.8km地点	 １時間 05 分
			12km地点	 １時間 45 分
16.4km地点	 ２時間 15 分
21.7km地点	 ３時間 05 分
			25km地点	 ３時間 35 分
31.7km地点	 ４時間 30 分
35.5km地点	 ５時間 05 分
38.5km地点	 ５時間 30 分

定　員：3500 人

　　　　5600 円

Ｂ組（35 ～ 49 歳）

Ｃ組（18 ～ 34 歳）

女子
Ａ組（40 歳以上）

Ｂ組（18 ～ 39 歳）

大黒天物産コース
（ハーフマラソン）
協賛
　大黒天物産㈱

★日本陸連公認コース

公認
の部

日本陸連登録者男子

商工会館東の交差点
午前 10 時 30 分
◆制限時間
			２時間 30 分以内
●競技終了
　午後１時

			7.8km地点	
１時間 05 分

				12km地点
	 １時間 25 分
17.5km地点	

２時間 05 分

定　員：4500 人

一　般　4600 円

高校生　2700 円

日本陸連登録者女子

一般
男子

Ａ組（50 歳以上）

Ｂ組（35 ～ 49 歳）

Ｃ組（高１～ 34 歳）

一般
女子

Ａ組（40 歳以上）

Ｂ組（高１～ 39 歳）

フレヴァンコース
（10km）
協賛
　㈲フレヴァン

★日本陸連公認コース

公認
の部

日本陸連登録者男子

商工会館東の交差点
午前 10 時
◆制限時間
			１時間 30 分以内
●競技終了
　午前 11 時 30 分

						5km地点	
40 分

定　員：4500 人

一　般　3600 円

高校生　2200 円

日本陸連登録者女子

一般
男子

Ａ組（50 歳以上）

Ｂ組（35 ～ 49 歳）

Ｃ組（高１～ 34 歳）

一般
女子

Ａ組（40 歳以上）

Ｂ組（高１～ 39 歳）

もっと自分らしく☆
キャリアプランニング
コース（５km）
協賛
　㈱キャリアプランニング

男子

Ａ組（50 歳以上） 商工会館東の交差点
午前	11 時 45 分
◆制限時間	
		50 分以内
●競技終了
			午後０時 35 分

定　員：3500 人

一　般　3000 円

中・高校生			1800 円

Ｂ組（35 ～ 49 歳）

Ｃ組（中１～ 34 歳）

女子
Ａ組（40 歳以上）

Ｂ組（中１～ 39 歳）

おいしそうじゃ！
モンテールコース
	（３km）
［小・中学生が対象］
協賛
　㈱モンテール

男子

Ａ組（中学年） 商工会館東の交差点
A組	午前 10 時 50 分
B組	午前 11 時５分
C組	午前 11 時 25 分
◆制限時間	
		A組20分以内　	B・C組25分以内
●競技終了
		午前11 時 50 分

定　員：3000 人

　　　　1500 円

Ｂ組（小学４～６年）

Ｃ組（小学１～３年）

女子

Ａ組（中学生）

Ｂ組（小学４～６年）

Ｃ組（小学１～３年）

カラダにピース☆
「カルピス」

ファミリーコース
（ファミリー
	マラソン：1.5km）
協賛
　カルピス㈱

　小学生以下の子どもだけの
参加は不可。家族などで参加
し、２人以上で申し込むこと

商工会館東の交差点
午後０時 30 分
※午後０時 20 分までにス
タート地点に集合してくだ
さい

定　員：3500 人

　　　　		700 円

スマイルきびしん
ファミリーコース
（ファミリー
	マラソン：800m）
協賛
　吉備信用金庫

　小学生以下の幼児・児童と
その保護者など。家族などで
参加し、２人以上で申し込む
こと

商工会館東の交差点
午後１時 15 分
※午後１時５分までにス
タート地点に集合してくだ
さい

定　員：2500 人

　　　		　700 円

■ 11 月１日㈬から受け付け開始

ランネット 公認ファンサイト

２０１８２０１８

記念大会を彩るスペシャルゲスト

タレント

間  寛平さん
　よしもとクリエイティブ・エージェンシー
所属のタレントとして活躍。平成 20 年には
世界一周を走破するアースマラソンに挑戦。
24 時間テレビチャリティーマラソンにも３度
出走している。

市ホームページ フェイスブック

■種目・部門一覧

参
加
者
大
募
集

平成 30 年２月 25 日㈰  号砲
定員は
25,000 人

２０１８２０１８

　11 月 6 日㈪から、そうじゃ吉備路マラソンカレン
ダーが販売されます。ぜひお買い求めください。
　販売場所　市役所ほか
　問い合わせ　市政情報課広報広聴係（☎� 8214）

出場資格　 制限時間内に自力で走れる健康な人。ただし、ファミリーマラソンは、
各代表者の判断によるものとします

申込方法　 市役所や各出張所、各公民館などにある専用の申込用紙に付いている郵
便振替用紙かランネットのホームページ（http://runnet.jp/）、そうじゃ
吉備路マラソン公認ファンサイト（http://www.nanairo-gumi.jp/kibiji-
marathon/）から申し込む。申し込みについての注意事項は大会要項をご
覧ください（今回大会は、時間とコースが変更されています）

申込期限　郵　便　振　替 ：12 月 31 日㈰
　　　　　 インターネット ：平成 30 年１月 12 日㈮（各種目定員になり次第、締め切り）
※ 申込状況は、市ホームページ、そうじゃ吉備路マラソン公式フェイスブックでお

知らせします
問い合わせ　 そうじゃ吉備路マラソン実行委員会事務局（☎� 8375、山手出張所内

そうじゃ吉備路マラソン推進室）

カレンダー発売
チュッピーも
カレンダーに
登場するよ！

広報そうじゃ 2017.11　45　広報そうじゃ 2017.11


