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～スペシャルサポーター西田ひかるさんらと歩く３キロウォーク！～
オリジナルTシャツに加え、ゴールされた方には友好提携都市の北海道芽室町産ジャガイモをプレゼント！

いびがわマラソン
スペシャルサポーター

西田ひかる

昨年のようす
今年で17回目を迎える“いびがわウォーキング”！
地元の皆さんはもちろんのこと、フル・ハーフ
マラソンに参加する選手の家族や応援の皆
さんも気軽に参加していただけます。
揖斐川の流れや紅葉した山々を眺めながら
歩き、全国の「いびがわマラソン」ファンの
方 と々交流を深めてはいかがですか？

【 日 程 】

【参加資格】

【参加費】

【参加賞】 

【 副 賞 】

【申込方法】

【その他】

【 主 催 】
【 協 賛 】
【お問い合わせ】

11月11日（日） 雨天決行
 【スタート】 揖斐警察署前　午前10時35分（ハーフマラソンスタート後方より出発）
 【 ゴール 】 揖斐川町役場　午前11時25分までにゴールしてください
3ｋｍを50分以内で、ゴールできる方 ※小学生未満は、保護者同伴
（保護者の方は必ずエントリーしてください）

1,000円（保険含む）　
※参加費は、申込時にお支払いください。（小学生以上は、要エントリー）

ウォーキングオリジナルＴシャツ（6サイズあり）
※申込時に、お渡しします。
ゴールされた方（要ゼッケン）は、友好提携都市の
北海道芽室町産ジャガイモをプレゼント。
事前受付　先着1,000名
現在、いびがわマラソン事務局（役場3階）、地域交流センター『はなもも』、
揖斐川健康広場で受付を行っています。
※なお、遠方の方には電話受付を、また大会当日朝7時より
　当日受付も行います。
・主催者側が50分以内にゴールできないと判断した場合は、ゴールする前に
 コース上から退場していただく場合があります。
・マラソン当日は、指定駐車場をご利用ください。
・荷物預かり所がご利用できます。（貴重品以外：要ナンバーカード）
・大会の映像・写真・記録等のテレビ、新聞、インターネット等への掲載権、
 肖像権は主催者に属します。
いびがわマラソン実行委員会・揖斐川町体育協会

いびがわマラソン事務局（TEL 0585-23‐0117）

皆さん一緒に
歩きましょう！

ウォー
キングＴ

シャツ

プレゼ
ント

～いびがわをより楽しむため あなたに贈る一冊～
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こちらに大会からのメッセージや
案内を発信していきますので、皆
さんからのコメントや“いいね”を
お待ちしています。

いびがわマラソンの
「フェイスブック・インスタ」に、
“いいね”をお願いします

スタート前は、トイレが混雑します。今年もトイレの数を増やしました。事前に会場図をじっくりみて、
スタート前に、ストレスにならないよう準備をすすめましょう。コースは、大切なみんなの道路を
使っています。自分の家の前で、用をたされて気持ちのいい人はいません。マナーを守って、誰もが
気持ちよく走れる大会にしましょう。

コース上のごみのポイ捨ては、用をたすことと同じく、みんなを不快にさせます。
もし、ポイ捨てをしているランナーを見かけたら、注意してください。また、紙コップも決められた場所に捨てるよ
う心配りも大事ですね。ひとり一人が意識し、気持ち良い大会にしていきましょう。

いびがわは、高低差が１２７ｍと大変厳しいため、上りや下りの走り方も、十分練習しましょう。練
習は苦しいものですが、練習はあなたを裏切りません。スタートラインにたった時、自信に満ち
溢れている自分を想像してみてください！
☆公式ホームページ内の「おしえて！金コーチ」では、金哲彦コーチが、いびがわを走るコツを伝
えています。（詳しくはP5）

揖斐川町は、小さな町ですので、大きな施設や競技場のような広いスペースがありませ
ん。できる範囲でテントやトイレを準備しています。男子更衣室の中に女性が入ったり、そ
の逆もマナー違反です。前日からシートを敷いたり、集団で大きなスペースを確保したり
することもご遠慮ください。

会場周辺の道路にとめたり、近隣の方の宅地内に駐車したりすることは、許されません。けれど、
右の写真のように駐車場以外に、当たり前のように置かれる方がいて苦情が多く入っています。
少数の心無いランナーの行為で、町の皆さんの想いが閉ざされることがないよう、マナーを
守って参加しましょう。

昨年から、ナンバーカードにブロックを入れました。これは、申告タイムによって設定され、走力順に並ぶことで、スタート時の転倒
や事故を未然に防ぐためのものです。昨年の申告タイムと完走記録を照らし合わせたところ、大幅に早いタイムで申告している
方が目立ちました。虚偽の申告は、混乱のもとに繋がります。自分のペースにあったところから、スタートをお願いします。

コースは、狭い場所もあり、特に、フルとハーフが一緒に走る区間は、思うように進めない
こともあります。また、フルのトップランナーは、ハーフの中盤以降のランナーを勢いよく
走りぬけるので、大変危険です。グループでお喋りに夢中になったり、携帯で写真を撮った
りなどして、速いランナーの妨げにならないよう注意しましょう。

完走証を製作していて、去年事務局で困ったのは、ナンバーカードを胸につけていない
人です。足や服の下、体の側面など、思わぬ場所につけていて、ナンバーが読めません。
胸につけて走ることがルールです。見た目ではなく、決まりであることを確認しましょう。

計測タグは、あなたの大切な記録を測ります。もちろん、自分の記録です。今までに大変困った事例を紹介します。
①ゴールしてから、他人のタグにつけかえ、コース途中から再度ゴール。完走証発行時に判明。
②友人やご夫婦で、タグを入れかえて使用したため、女子の部門で表彰者となった。
③計測タグをつけずに走りゴール、記録がないことを納得されず、完走証の発行を懇願。

いびがわマラソンは、ランナーの皆さんの
声を大切にし、次の大会を創り上げていき
ます。大会当日、配付するアンケートに、ご
自身が参加されて気付いたことを届けてく
ださい。この声が、いびがわを育てる大切
な肥やしになると考えています。

アンケートにご協力を！
フェイスブック＆インスタ
やってます

ランナーズマナーって大事ですよね
いびがわのコースは、すごいんです！

道路いっぱいに広がらないで

トイレ以外で用をたすのはやめてください！

ごみは捨てないでね。

ナンバーカードは、必ず胸につけて、これゼッタイ！

いびがわは、大自然の中をかけぬける素晴らしいコースです。その半面、台風や大雨などによる災
害も多く発生します。この看板は、地元の業者の方が作成され、ヤフーニュースでも話題となりまし
た。大会前の試走は、事務局としてもおすすめしたいところですが、「通行止め」を無視し、危険な場
所に立ち入ることがないよう、お願いします。

試走時のお願い！！

計測タグは、あなたのものですか？

いびがわマラソンでは、おもてなしをかかげ、ボランティアの皆さんに精一杯サポートしてい
ただいています。だからこそ、ランナーの皆さんには「自分でやる！」という思いを大切にして
ほしいと思います。ごみをごみ箱にいれたり、タグをはずしたり・・・ありがとうの気持ちをもっ
て走りきる、そんなランナーの皆さんだからこそ、町じゅうの皆さんが応援したくなるのでは
ないでしょうか。

最後に、ランナーの皆さんにお願いです！

更衣室は着がえる場所です

会場周辺の路駐が、大きな問題に。。。

ブロックはなんのため？

地域交流センター内では、
飲食ができません。
トイレや更衣室として
ご利用ください！
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フ　ル　  9：45　スタート
ハーフ　10：30　スタート

①

②

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

国道303号線 上新町交差点～昭和町交差点 全面通行止9：25～9：55
10：15～11：00

国道303号線 昭和町交差点～
中部電力揖斐川サービスステーション前 全面通行止9:25～  9:55

10:15～11:00
国道303号線 久瀬公正公民館前～久瀬トンネル南口 片側交互通行9:55～11:40
国道303号線 久瀬トンネル北口～久瀬大橋南詰 片側交互通行10:05～12:20
国道303号線 樫原トンネル北口～椿井野トンネル南口 片側交互通行10:25～12:50

町道6号線 きさらぎ安兵衛前～上東野交差点 全面通行止9:35～15:30
町道219号線 岡島橋北交差点～房島４区 全面通行止10:10～11:25
町道32号線 ながら庭園西交差点～広域農道 全面通行止9:40～11:00
町道280号線 房島４区～ながら庭園西交差点 全面通行止9:40～11:25
広域農道 上南方交差点～井ノ口橋右岸 全面通行止9:40～11:10
町道117号線 揖斐川右岸堤朝鳥～岡島橋南交差点 全面通行止10:55～15:30
町道4015号線 乙原～東津汲 全面通行止9:55～12:10
町道4010号線 神山隧道～樫原トンネル北口 全面通行止10:15～12:40
町道280号線 カーズナカシマ交差点～ながら庭園西交差点 全面通行止9:35～15:50
町道5014号線 椿井野トンネル南口～道の駅藤橋西 全面通行止10:35～13:00
町道289号線 テニスコート南 町道25号、289号の一部 全面通行止9:35～15:50

国道303号線 椿井野橋北詰～横山橋 片側交互通行10:45～13:20
国道303号線 道の駅藤橋西～いび川農協久瀬支店藤橋出張所 片側交互通行（逆車線）10:40～13:10
県道藤橋池田線 井ノ口橋西詰～いび川農協久瀬支店藤橋出張所前 全面通行止9:45～15:30

11月11日（日）いびがわマラソン、いびがわウォーキングの開催に伴い、次の路線の交通規制が行わ
れます。近隣の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。

規制路線 規制区間 規制時間 規制内容

この区域内は午前9時35分から11時25分までの間、周辺道路が全面
通行止となります。区域内の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

② 9:25～9：55
  10:15～11：00
（全面通行止）

⑪9:40～11：00
（全面通行止）

① 9:25～9：55
  10:15～11：00
（全面通行止）

⑨9:35～15：30
（全面通行止）

⑰9:35～15：50
（全面通行止）

⑩10:10～11：25
（全面通行止）

⑭10:55～15：30
（全面通行止）

⑧9:45～15：30
（全面通行止）

⑧9:45～15：30
（全面通行止）

⑱10:35～13：00
（全面通行止）

⑤10:25～12：50
（片側交互通行）

⑦10:40～13：10
（片側交互通行）

⑥10:45～13：20
（片側交互通行）

⑯10:15～12：40
（全面通行止）

⑮9:55～12：10
（全面通行止）

③9:55～11：40
（片側交互通行）

⑬9:40～11：10
（全面通行止）

⑫9:40～11：25
（全面通行止）

④10:05～12：20
（片側交互通行） 揖斐警察

署前

⑲　　　　　
9:35～15：50
（全面通行止）

資料提供：

救急車到着
救急搬送

※まわりのランナー、ボランティア
　救護スタッフを呼んで、助けを求めてください。

助けを求められた人は、それぞれ
①119番通報してください
②AEDを取り寄せてください

※胸骨圧迫は、深さ約5cm（6cmを超えない）、
　1分間に100～120回のテンポで押す

いびがわマラソンの救護医療は、救命処置を重視した体制で運用し、競技中の傷病については応急処置のみ行います。
重症者に確実に対応するため、救護所においてテーピング、湿布、コールドスプレーの処置は行いませんので、

必要な方は各自ご準備いただきますよう、お願いします。

皆さんの走りをサポートするＡＥＤ隊（自転車）やＡＥＤ係（kmポイント）は、「救急救命」に備えてコース内に配置されています。
一刻を争う事態に備えて待機しておりますので、十分な医薬品は常備しておりません。
　・「喉が渇いた」「足が痛い」など軽度な症状の場合は安易にＡＥＤ隊やＡＥＤ係に頼らず、近くの給水所や救護所をご利用ください。
　　　・ランナーご自身が飲食されたゴミをAED係に渡さないでください。
本来のＡＥＤ係の役割を再認識して頂きますよう、ご理解とご協力をお願いします。

●レース中、突発的な災害や緊急時のための『緊急避難施設』は次の3カ所になります。
　公正公民館（8.6㌔地点）、藤橋公民館（21㌔地点）、久瀬公民館（29㌔地点）
※詳細は『コース大研究（P12～P17）』をご覧ください。
●ドクターヘリの活用を視野に入れ、コース近辺で、ランデブーポイント（着陸候補地）を6カ所設定しています。

レース中の注意事項
◆レース中は水分補給を心がけましょう。
◆体調に異状を感じたら、早めにレースをやめる勇気をもちましょう。
◆ラストスパートは急激に心臓に負担がかかる危険な走り方ですので
　余裕をもってフィニッシュしましょう。

楽しく安全に、走るために、
①時間関門を通過できなかった場合や救護所でリタイア勧告を
受けた場合は、無理をせずレースを中断してください。
②緊急車両（救急車等）がコース内を通行する場合がありますが、
AED隊やAED係の指示に従い、速やかに緊急車両が通行できる
ようにご協力ください。

服装はその日の天候に合わせましょう
【過去の気象状況(気温、湿度、風はスタート時)】

●スタート地点とフル折返し地点（藤橋地内）では気温差があるため、
  スタート１時間前に折返し地点の気候・気温などの情報を会場アナウンス
  にてお伝えします。

2017　天気:晴　気温:14.0℃　湿度: 43％　風:南西0.8m
2016　天気:晴　気温:16.5℃　湿度: 51％　風:南1.5m
2015　天気:雨　気温:14.6℃　湿度: 94％　風:西北西1.1m
2014　天気:雨　気温:15.9℃　湿度: 91％　風:東南東0.9m
2013　天気:雨　気温:12.5℃　湿度:100％　風:静穏0.0m
2012　天気:雨　気温:12.0℃　湿度: 66％　風:北北東0.8m
2011　天気:晴　気温:15.5℃　湿度: 71％　風:南東1.4m
2010　天気:晴　気温:14.5℃　湿度: 67％　風:東1m

目の前で人が倒れたら…目の前で人が倒れたら…目の前で人が倒れたら…もし、いびがわマラソンの
レース中に

緊急時の対策について

ご注意ください

2018交通規制図
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養老鉄道
揖斐駅

脛永グランド
駐車場池田公園

駐車場

市場グランド
駐車場

イビデン大垣北工場
駐車場

北和グランド
駐車場
（8時15分・380台）

（6時40分・250台）

（7時30分・550台）

粕川大橋

粕川

黒田橋

脛永橋

揖斐川
中学校

県道脛永万石線

前島橋

岡島橋

井ノ口橋

至 岐阜

至 大垣・岐阜羽島IC

国道303を北上
木之本・福井方面へ

谷汲・本巣方面へ

至 関ヶ原IC 至 大垣・大垣西IC

揖斐川

A
B

C

D

I

E

F

G

ファミリーマート

ファミリーマート

揖斐
小学校

歴史民俗
資料館

朝鳥公園
野営可

粕川オートキャンプ場
野営可

GS

GS

GS

GS

ローソン

セブン
イレブン

303

303

32

!

!417

ファミリー
マート

大和
小学校
大和
小学校 揖斐川健康広場

駐車場

小島小学校小島小学校

堤防を降りるポイントに
気を付けて！
※ここから先に行くと
　混み合います。

渋滞回避推奨ルート

例年、渋滞し、入ると動けません
要注意ルート

ゴール会場
揖斐川町役場

メイン会場
地域交流センター

午前8時～会場付近は、
大渋滞になります
※駐車場に早めに駐車し、
　シャトルバスをご利用ください。

大和小学校からは
徒歩で会場へ移動

N

前日
駐車場

（6時40分・300台）

（6時40分・530台）（70％・430台）

（90％・900台）

（8時00分・220台）

（  ）は昨年の
満車時刻・収容台数

大変せまい橋！大変せまい橋！

オススメ！オススメ！

11/10（土）も駐車可能です！11/10（土）も駐車可能です！

味の素
工場

お車でお越しの方へ 渋滞回避のため推奨ルートをご利用ください
指定駐車場には約3,000台が駐車できます。スムーズに駐車するためには、揖斐川の右岸堤防道路（県道261号線）
のご利用をおすすめします。車を進めていただくと、道路上には駐車場案内の看板が出ておりますので、それに従い
各駐車場へ向かいますと渋滞が回避できま
す。
毎年混雑するのが、国道21号線から国道417
号線へつながる道です。特に午前8時を過ぎる
と、揖斐駅から会場までの道は大渋滞しますの
で、ぜひ推奨ルートをご利用ください。

11/10（土）のみ
駐車可能です！

ＪＲ大垣駅から、養老鉄道に乗り換え、揖斐駅までお越しください。一度に大勢の
ランナーが降りると、シャトルバスも混雑していきます。「7時26分発」までの電
車ご利用をオススメします。

・ＪＲ大垣駅から養老鉄道「揖斐行き」に乗り換え、終点揖斐駅下車。（所要時間26分）
 揖斐駅から無料シャトルバス（メイン会場まで15分程度）をご利用ください。6：30から運行します。

・各駐車場（Ｐ25）から、無料シャトルバス
（メイン会場まで15分程度）をご利用く
ださい。
・当日は混雑が予想されますので余裕
を持ってお出かけください。

 ①養老鉄道「揖斐駅」 ②前日駐車場となる「揖斐川健康広場駐車場」
の2箇所からメイン会場までシャトルバスがご利用できます。もちろん無料でメイン会場からの帰りバスもあ
ります。運行時間は10時から19時までとなります。
　※シャトルバスの時刻表はございません。
　※電車の発着時刻や乗客数等に合わせて運行します。発車の待ち時間が長くなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●5：44  ●6：06  ●6：26  ●6：46  ●7：06
●7：26 ●7：46 ●8：06 ●8：26

●12：25  ●13：15  ●（臨）13：33  ●13：55
●（臨）14：13  ●14：35  ●（臨）14：53
●15：15 ●（臨）15：33  ●15：55
●（臨）16：13  ●16：36

会場へのシャトルバスの運行は、6：30～9：00（原則）までとなります。余裕をもってお早めに
お越しください。各駐車場は6時に開場します。

メイン・ゴール会場（地域交流センター・揖斐川町役場）周辺は大変
混雑いたします。各駐車場から、シャトルバスでお越しください。
会場周辺への路上駐車は、近隣住民の迷惑となりますので絶対に
しないでください。
案内看板を★ポイントで提示しています、交通係、駐車場係の指示
に従い、駐車してください。
※車での会場付近送迎は、ご遠慮ください。

電車でお越しの場合

前日シャトルバスが出ます！ 前日受付をされる方、AED講習会・ランニングミーティング参加の方へ

お車でお越しの場合

おねがい

大
垣

養
老
鉄
道

米
原

揖斐

メイン会場

岐
阜

JR東海道本線

約30分 約15分

約26分
至
京
都

至
名
古
屋

揖斐川
シャトルバスで
町内各地へ

揖斐川
シャトルバスで
町内各地へ

大垣西IC

揖斐川町

米原JCT 養老JCT関ヶ原IC

国道303号

国道21号・
417号

名神高速道路

北
陸
自
動
車
道

東海環状
自動車道

至金沢

至
京
都

至
東
京大垣IC 岐阜羽島IC

長浜IC

木
之
本

名
古
屋

ナビで検索される皆さまへ【参考】
●イビデン大垣北工場◆揖斐川町北方1-1
●揖斐川健康広場◆揖斐川町上南方853-49
●池田公園◆池田町粕ヶ原231

皆さまのご協力を
短時間に大勢の方が集中します。渋滞回避推奨ルートを
ご利用ください。

大垣発 揖斐行き行き

揖斐発 大垣行き帰り

・マラソン臨時電車が5本運行します。（予定）

駐車場の指定はありません！

オススメ

■ 関ヶ原ICより45分 ■ 大垣西ICより45分 
■ 岐阜羽島ICより60分 ■ 木之本ICより60分

会場までのアクセス 駐車場のご案内
公共交通機関を利用しよう！

E
G
I
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キッズルーム

3つのお楽しみバス（無料）もみじバス+癒しバス+温泉バス

応援ポスター＆応援幕を見てね
応援バスがでます

大会のお土産に！

いびがわマラソンでは、ランナーの皆さんがレースに参加している間、一緒にお越しいただいた皆さん
にも楽しんでもらおうと、いろいろな催し物を準備しています。みんなで「いびがわ」を楽しみましょう♪

現地までの所要時間は約45分です。
帰りの応援バスは、１２：４５に藤橋地域を出発しますので、
時間厳守でお願いします。

今年も地元の小中学生が、いびがわマラ
ソン応援ポスターを描いてくれました。ラ
ンナー皆さんに見ていただけるよう、更衣
室や会場内のあちこちに掲示しています。
また、園児が一生懸命仕上げた「応援幕」
も、会場をはじめコースにも掲示します。
じっくりご覧いただき、子ども達からパ
ワーをもらってください。

頑張っているランナーをコース上で応援してみたい！

授乳室あり
ミルク用のお湯を
準備しています。

小さなお子さんとご一緒のお父さん、お母さん、ご安心ください。
会場内には、キッズルームがあります！
場所は、子育て支援センターなので、キッズルームにはピッタリです。

【 受　付 】 午前９時～午後３時３０分まで
【 会　場 】 福祉総合支援センター1階（国道沿いにある保健センター南側）
【 対　象 】 乳幼児、園児、小学校低学年まで　必ず、保護者が同伴してください
【 費　用 】 無　料　　　　　
【お楽しみ】 元幼稚園の施設なので、遊具や本があります♪キッズチャンネルがテレビで観られます♪
【注意事項】 ●1  施設内での事故や盗難について一切の責任は利用者の責務とさせていただきます。
　　　　　 ●2  室内での飲食は、ご遠慮ください。
　　　　　 ●3  見守りのスタッフの指示にしたがって、ご利用ください。

こんなご要望におこたえし、今年もフル２０ｋｍ地点（フル第2関門）【藤橋道の駅】まで、
応援バスをご用意いたします。ハーフ出発後、メイン会場と藤橋を往復します。

応援バスは毎年、大人気。
今年も、先着２００名の方を
無料で送迎致します
道の駅なので、
軽食をとったり、
お土産も買えたりするよ♪

2018Ｔシャツ 1,300円
歴代Ｔシャツ　2017大会 1,000円
　　　　　　 2016大会以前 500円
いびがわ応援団ポロシャツ 2,500円
2017グローブ 800円
ボランティアジャンパー 1,000円
クリニック記念タオル 1,000円
河太郎スポンジ　　　　　　　　200円

谷汲では、もみじまつりをマラソン当
日に開催！谷汲の華厳寺は、西国三十
三番満願霊場として知られる由緒ある
お寺です。物産店や谷汲踊り、よさこい
踊りなど催し物がいっぱい。この機会
に、ぜひどうぞ。 【所要時間片道２０分】

もみじバス（谷汲もみじまつり）

かすがモリモリ村の薬草風呂は身も
心もあったまる気持ちのよさ。地元で
も大人気！薬膳料理で舌鼓をうつのも
よし。ゆったり過ごしてリフレッシュ。
（P30）　　　　【所要時間片道２０分】

癒しバス（かすがモリモリ村）

いび川温泉「藤橋の湯」まで、温泉バ
スが出ます。昨年も走り終えたラン
ナーで賑わいましたが、今年は、応援
にいらした皆さんにも、ご利用いただ
きたいと、午前１１時３０分頃から出発！
地元でも大人気の「藤橋の湯」へお越
しください。（P31）　　　　　　　　
　　　　　　   【所要時間片道４５分】

温泉バス（藤橋の湯）

http://update.runnet.jp/2018ibigawa/
PC・スマホ版

http://update.runnet.jp/m_2018ibigawa/ https://runnet.jp/ouen_navi/ibigawa2018.php

応援navi

マラソン参加者のポイント通過タイムをチェック

ランナーズアップデート
サービス

氏名：ランネット太郎
ナンバー：1234
種目：フル男子
10k
タイム　　　00：57：25
通過時刻　　10：57：25
20k
タイム　　　01：55：35
通過時刻　　11：55：35

00:00

応援naviは、ランニング大会の計測データからランナー
の位置情報を予測し、その情報を地図上に表示するアプ
リケーションです。さらに、ランナーに向けて応援メッ
セージを送ることができます。

各アプリストアより、ダウンロードしてください。
※ＰＣにはインストールできません。

いびがわマラソン2018応援ポスターは、
143点の応募をいただきました。
どの作品も力作ばかりです！入賞作品は、
地域交流センターロビーに展示しています。

今年の記念品も
限定で販売します。
事務局出店ブースへ
お越しください。
いびがわ応援団も
受付けします。

【 出　発 】 午前１０時５０分（１０時４０分から乗車開始） 　【発着場所】 揖斐警察署のウラ（北側）
【応援対象】 フル：3時間～5時間完走予定の人が通過されます。
　　　　　 （時間は目安ですので、通過タイムをランナーにご確認ください）
【 お願い 】 先着２００名様です。
　　　　　 当日、午前８時から、「応援バス整理券」を警察北側の臨時・シャトルバス発着所にて配ります（定員になり次第締切）

ゴール後すぐに自分の記録を確認したり、家族や仲間が参加者
の計測地点の通過記録を知りたいときに便利です。

オモテ

河太郎スポンジ

ウラ

さらに・・・
アプリで応援したいランナー
の位置が分かる！

お土産に！
一番人気

PC・タブレット・スマートフォンで位置情報を確認し、
コースを先回りして家族や友人を応援しよう！！

応援ナビ携帯PC・スマホ

目的地 マラソン会場 発 藤橋道の駅 発
藤橋道の駅 10：50 12：45
※現地までの所要時間は45分です。

目的地 マラソン会場 発 藤橋の湯 発

いび川温泉
藤橋の湯

11：30 12：15
13：00 13：45

15：30

目的地 マラソン会場 発 谷汲 発

谷汲もみじ
まつり

10：40 11：10
11：40 12：10
12：40 13：10
13：40 14：10

15：10
16：10

目的地 マラソン会場 発 かすがモリモリ村 発

かすが
モリモリ村

10：10 10：40
11：40 12：10
13：10 13：40

15：10

もっと楽しんじゃおう♪さまざま
な

おもてな
し

ネイビーXホワイト

■ FINAL DESIGN ■ 後身グラフィック

■ 左胸グラフィック

W290mmXH250mm

W80mmXH65mm

2017 いびがわマラソン デザイン

ネイビーXホワイト

■ FINAL DESIGN ■ 後身グラフィック

■ 左胸グラフィック

W290mmXH250mm

W80mmXH65mm

2017 いびがわマラソン デザイン

携帯
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集まったランナーみんなで、完走を祈願し、ワイワイと大会に向けての話が弾む
こと間違いありません。揖斐川町の皆さんとのふれあいも楽しみましょう！

前日受付や金コーチのマラソン教室とあわせてご利用ください
昨年は、60名を越える方が参加し大変好評でした！　

【 参加資格 】 いびがわマラソン２０１8にエントリーされた方
【 大賞趣旨 】 創意あふれた、楽しいファッションでまわりのランナーや沿道の応援者を楽しませる
【 仮装規定 】 自分の体から、5０センチ以内（他のランナーの走行の妨げにならない）
　　　　　　公序良俗に反しないもの
【 申込方法 】 １１月１1日（日） 午前６時３０分～９時００分まで 【時間厳守】
 お茶目大賞受付へ、申込み書を記入の上、ご持参ください。
 写真を撮りますので、衣装とナンバーカードを付けて、お越しください。
 申込み書はいびがわマラソンホームページより、ダウンロードいただけます。

【 審査方法 】 申込み書と写真をもとに、審査いたします。
【 審査基準 】 ●1 お茶目大賞の趣旨にそっているか？
 ●2 レース中、ランナーや応援の皆さんに楽しんでもらえたか？
 ●3 完走をめざして、その衣装で走れたか？
【 賞 品 等 】 ●お茶目大賞 表彰状（写真入り）
 ●スポンサーからの副賞（ミズノ賞）
 ●いびがわマラソン２０１9プログラムにカラー写真で
 　紹介します。
【 表　　彰 】 大賞１名とお茶目賞４名を、午後３時15分から表彰
【 協　　賛 】 

【 日 に ち  】 １１月１0日（土）
【 と　　き 】 午前10時～12時頃まで
【 と こ ろ 】 谷汲山華厳寺
【 集合場所 】 揖斐川町観光プラザ　谷汲山駐車場北端参道沿
【 内　　容 】 集まったランナーで、谷汲観光ガイドの方のお話を聞きながら華厳寺で
　　　　　　「完走祈願」をします。参道では、名物のみたらしや田楽に舌鼓も！
【 駐 車 場 】 1台４00円

◀地元でも人気のお土産

▲名物みたらし団子 ▲秋色御膳

いびがわマラソン２０１8では、毎年恒例の仮装部門『お茶目大賞』を今年も実施します。
いびがわマラソンは、「参加した人、応援した人が家族みたいになれる大会」という思いのもと、地
域の方や市民ランナーの皆さんによる手作りの大会をめざしております。このため、よりマラソンを
身近に感じ、大会を楽しんでもらえることを期待して、仮装部門を設けています。仮装部門に参加希
望される皆さんは、下記の募集要項にもとづき、参加申込みをしてください。
皆さんのユニークなアイデアあふれるご参加をお待ちしております。

日本最古の巡礼である西国三十三所巡礼。
和歌山県の那智勝浦、青岸渡寺を1番札所とし、京都の清水寺などを経由したのち、巡礼の最終地点
33番札所が、揖斐川町にある谷汲山華厳寺（たにぐみさんけごんじ）です！
巡礼というと『お遍路』なども有名ですが、神仏に祈った願いが叶うことを『満願成就（まんがんじょう
じゅ）』ということから、谷汲山華厳寺は、最終の札所：満願霊場(まんがんれいじょう)として、最古より旅
人の願いをかなえてきました。
今も、巡礼の方とともに、多くの観光客が訪れ、地元では谷汲さん（たにぐみさん）の愛称で呼ばれています。

日本最古の巡礼地のゴール「谷汲山華厳寺」で、『完走お守り』が
発売されております。
皆さま、ぜひ大会前に試走などで揖斐川町へお越しいただいて、
『完走お守り』をつけて走ってはいかがですか？

今年のお題は！ 

～応援犬タロウを身につけよう～

今年もこの歴史ある『谷汲山華厳寺』と、
歴史ある『いびがわマラソン』がタイアップしました！

谷汲観光
ガイドの方と行く

「揖斐川町をもっと味わってほしい」

皆さん、タロウと一緒に大会を盛り上げよう！

フォトクリエイトからは、A4額つきで、写真のプレゼント
いびがわマラソンからは、絵本「ミクラのタロウ」をプレゼントします！

オールスポーツコミュニティよりご自身の写真をチェック！
『これだ！』という写真を決めたらイベントページトップの「フォトコンテスト 応募フォーム」より応募ください。
応募完了！ あとは発表を待つのみ！！

STEP1

STEP2

STEP3

２０
１7お

茶目賞受賞の皆さんです！

地元の子どもたちは、どんなお茶目さん
が登場するか楽しみにしています♪
また、審査は、ゲストの皆さんです。毎
年、仮装のポイントまで、じっくり読ん
で審査されていますよー

参加無料！

申込み不要！ 「谷汲さん完走祈願」

自分の痛い所に
お札をはると
いいんだって

谷汲山華厳寺へみんなで完走祈願に行こう since
2015

たにぐみさんけごんじ
パワースポットで大人気!

お茶目大賞　募集要項

5名の方
には・・・

フォトコンテスト応募方法フォトコンテスト応募方法

フォトクリエイト×いびがわマラソン スペシャル企画
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  ランナーの皆さんへ
皆さん、とっても嬉しいお知らせです。
いびがわマラソンは、ランナーの皆さんに大会当日だけでなく、年間を通
じて、「揖斐川町」にお越しいただき、いびをもっと身近に感じてもらいた
いと考えています。
そこで、もっともっと揖斐川を知っていただこうと、下記の施設の割引券
を発行いたしました。チケットは、大会当日だけでなく、この案内が届いて
から有効期限まで利用できます。ご家族で、いびを満喫してくださいね！

家族みんなで楽しめるよ

いますぐＱＲコードでアクセス！

久瀬★白龍の湯

藤橋★プラネタリウム

久瀬温泉は、龍神が祀られている貝月山の近くで
湧き出した温泉で、「白龍の湯」と命名されました。
マラソン当日は、コース近くのためバスは運行で
きませんが、試走時など、ぜひお越しください。
特に、露天風呂は、とっても気持ちがいいですよ！

伊吹山のふもと揖斐川町春日でとれた薬草をふん
だんに使った「薬草風呂」。薬草のすばらしさをぜひ、
ご体験ください。地元で採れた薬草や食材を使って
工夫を凝らした、薬膳料理も人気です。

ほかほか薬草風呂

緑が眩しい
露天風呂

白龍の湯◆露天風呂

お城の中は
プラネタリウム

藤橋歴史民俗資料館も併設
～なつかしいあの品々を展示～

全国有数の「星がよく見える町」揖斐川町。実際の
星空を見る前に生解説のプラネタリウムで季節の
星空を堪能されてはいかがですか？

  ランナーの皆さんへ
大人気のいび川温泉「藤橋の湯」。
この温泉、地元の皆さんに「とってもいいお湯で、綺麗な温泉」として大人気♪
藤橋の湯は、フルマラソンの２０ｋm地点付近のふじはし道の駅に隣接しています。
ランナーの皆さんにとっては、とても身近な場所にあるんですよ。
今回も、いび川温泉にご協賛いただき、下記のようなランナーだけの特別優待券をプレゼントしていた
だけました！大会を前に、コースの下見を兼ねて、また、大会後に、頑張った体を癒しに、ご家族で、出か
けてみませんか？　

お得な最新情報が満載

星空を眺めながら至福のひとときを

かすがモリモリ村～薬草風呂

いび川温泉「藤橋の湯」

【営業時間】　10:00～21:00（1月と2月は20:00まで）
【料　　金】　大人５１０円 （12才以上）
　　　　　　小人３１０円 （3才以上）
【休　館　日】　毎週木曜 (祝日の場合は翌日)
　　　　　　年末年始 (12月31日,1月1日)
【回　数　券】　大人回数券／5,110円 （１２枚綴り）
　　　　　　小人回数券／3,090円 （１２枚綴り）

TEL：0585-52-1126

トレーニングの後の温泉って気持ちいい～
頑張ったあとは、自分を労わってあげましょ♪

いびがわマラソン協賛 かすがモリモリ村

（水曜日休館・祝日の場合は翌日休館）

薬草風呂割引券
大人410円が200円に！

平成30年12月30日（日）まで１枚につき、２名様まで有効

いびがわマラソン協賛 久瀬温泉・露天風呂

（火曜日休館・祝日の場合は翌日休館）

大人４１０円が半額に！
平成30年１１月２2日（木）まで １枚につき、２名様まで有効

いびがわマラソン協賛
藤橋城・西美濃プラネタリウム

藤橋歴史民俗資料館

（月・火曜日休館、祝日の場合はその日を除く週初めの平日2日休館）

無　料　券
入場料が無料に!

平成30年11月30日（金）まで１枚につき、5名様まで有効

いびがわマラソン協賛

入場料１００円割引券
このチケットを持って受付へお越しください。　１枚につき５名様まで有効

（有効期限：平成31年2月27日（水）まで）

いびがわマラソン協賛

入場料１００円割引券
このチケットを持って受付へお越しください。　１枚につき５名様まで有効

（有効期限：平成31年2月27日（水）まで）

マッサージ効果で
疲れをとります【泡風呂】

汗や老廃物を排出【サウナ】

気軽に無料で楽しんで
いただけます【足湯】

大人気！

岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合3429 0585-58-0001住所 TEL

岐阜県揖斐郡揖斐川町日坂224番地1 0585-54-2678住所 TEL

岐阜県揖斐郡揖斐川町鶴見332番地1 0585-52-2611住所 TEL

いびを楽しんでね！ 割引券プレゼント

かすが★モリモリ村

藤橋の湯


