
小山町には、世界遺産に登録された富士山を
はじめとする観光名所が多くあります。
ご家族、ご友人をお誘いの上、
お気軽にご参加ください。

世界遺産
「富士山」の

ある町 おやま

歓迎

■主催：小山町・NPO法人小山町体育協会・富士マラソンフェスタ2015実行委員会
　　  ■共催：小山町教育委員会・小山町陸上競技協会
　　　 　  ■主管：静岡東部陸上競技協会
　　　　  　　 ■協力：富士スピードウェイ株式会社・御殿場市陸上競技協会
　　　　　　　 　   ■後援：小山町商工会・小山町観光協会・小山町社会体育
　　　　　　　　　　　　　振興連絡会・御殿場農業協同組合・（株）岳麓新聞社　　

第38回
富士小山マラソン
種 目 ハーフマラソン/サーキット2周/

サーキット1周/小学生3km
http://www.fuji-marathon-festa.jp/大会ホームページ

千葉 
真子さん

ゲスト
ランナー 詳しくはRUNNET（http://runnet.jp/）

をご覧ください。

※1チーム4名でエントリー　部門は大会要項に記載

サーキット
2周（8.8km）

サーキット
1周（4.4km）

小学生
3km

団体戦
新 設

写真提供:オールスポーツコミュニティ
http://allsports.jp/
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駐車場は完備され、更衣室やトイレ・休憩室も富士スピードウェイの
常設設備を利用することができるので、ストレス知らず！12月の寒
い時期でも、暖かい室内で余裕をもってレースの準備ができます。

団体戦の参加に男女、年代の区別はありませんので、チームメイトと
お気軽にご参加ください。1チーム4名で団体戦にエントリーして、個
人記録も計測します。団体戦の申込はインターネットのみです。振替
用紙での申込はできません。

今回から団体戦が追加となり、表彰区分は
全部で37部門に増設。特に女性部門が充
実しました。また、特別賞として仮装賞も
ありますので、お楽しみに！

駐車場も完備。更衣室や控え
室は普段入れないピット２
階のカーペット敷の冷暖房

完備の大広間で、本
当にゆったり準備
できました！

参加者の声

クリスタルルーム（更衣室・トイレ・休憩室）

ランナーの方からの要望の多かったネットタイム、周回タイムを
計測します。自己新記録を目指してください。

具だくさんの温かい豚汁、食べ
終わった器の片付けもボラン
ティアの方々が行って
くれて、おかわりまで勧
めてもらい感謝です。

参加者の声

大会後、自分の写真入りオリジナル完走
証をRUNNET（http://runnet.jp/※要
会員登録）からダウンロードすることが
できます。

参加賞として、オリジナルの高機
能長袖Tシャツをプレゼント！
レースで着用して走る参加者も
たくさんいます。

（
→
サ
ン
プ
ル
で
す
）

充実した会場設備で
快適に過ごせる

会場では飲食物やスポーツグッズなどのブースが出店。毎年大
人気の具だくさんの豚汁は無料配布します。
地元高校生によるダンスパフォーマンスも実施予定。
選手だけでなく応援の方々も一緒に楽しめます。

女性も家族もランナーも
皆さんで楽しく過ごしてネ！

団体戦を新設
チームメイトとサーキットを駆ける

細かい表彰区分で入賞の
チャンス大

参加賞は大会オリジナルの
長袖Tシャツ

自分だけの写真入り記録証を
ダウンロード！（無料）

全国ランニング大会100撰に
選ばれました！

ネットタイム、
周回タイムを計測します！

ナンバーカードの
事前発送で受付なし！

当日レースで使用するナンバーカー
ドと記録計測用チップを事前に送付
します。当日、受付の必要がないので、
余裕をもって来場できます。

日本国内で開催されたランニング大会のな
かから、実際にレースに出場したランナーに
よる投票をもとに、100大会が選出される
「全国ランニング大会100撰」に、今年も選
ばれました！
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ランナーの皆様へ モータースポーツの聖地 富士スピードウェイで開催
する富士マラソンフェスタも、クリスマスランの大会
としてランナーの皆さんにすっかり定着してきまし
た。「ネットタイム」「周回タイム」の計測を行い、皆さ
んの真の実力を証明いたします。冬の木枯らしを、
熱い追い風に変えて疾走してください。おやまで

富士山と金太郎生誕の地

ラン
ラン
ラン

富



大会内容に関するお問い合わせ
富士マラソンフェスタ2015実行委員会事務局

〒410-1321 静岡県駿東郡小山町阿多野125  NPO法人小山町体育協会事務局

（9：00～17：00／月曜・祝日休）
TEL　0550-76-7511 FAX　0550-76-5910

mail　taikyo@oyama-sports.jp
大会オフィシャル
ホームページ http://www.fuji-marathon-festa.jp/

パンフレットおよび専用振替用紙のご請求先

切手を貼った返信用封筒（宛先明記・部数のメモ同封）を上記宛にお送りください。
切手料金は部数により異なりますので、お問い合わせください。

富士マラソンフェスタ2015パンフレット発送センター
〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9

月～金／10：00～17：00
※祝日および8/12～8/17を除く（ ）TEL　03-3714-7924

■開 催 日

■会　　場
■コ ー ス

2015年12月20日（日）
開会式  9：00～　　スタート  9：30～クラス別
表彰式  各競技終了後随時実施
富士スピードウェイ
富士スピードウェイサーキット周回

大会要項

※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

http://runnet.jp/

携
帯
バ
ー
コ
ー
ド

（インターネット・携帯サイトエントリー）A

※エントリーの際は、RUNNETへの会員登録が必要です（無料）。

専用振替用紙（コピー不可）に必要事項をご記入の上、参加料を添えて、ゆうちょ銀行または郵便局窓口で
お申し込みください。確認用にコピーを大会まで保存されることをおすすめします。 ※払込手数料130円

パソコンまたは携帯から下記のURLにアクセスし、大会エントリー
ページの指示に従ってお申し込みください。支払方法は、お申し
込みの際にお選びいただけます（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。 
※エントリー手数料：4,000円まで205円（税込）、4,001円以上5.15％（税込）

申込方法 または　　振替用紙でお申し込みいただけます。A B

B 専用振替用紙 申込締切日  2015年10月16日（金）

申込締切日  2015年10月30日（金）

個人情報の
取り扱いに
ついて

専用振替用紙が必要な方は、返信用封筒（切手貼付）を同封のうえ、下記のパンフレット発送センターま
でご請求ください。切手料金は請求部数によって異なりますのでお問い合わせください。
後日パンフレット発送センターから専用振替用紙をお送りします。

  〒152-8532 東京都目黒区原町1-31-9
  富士マラソンフェスタ2015パンフレット発送センター
TEL.03-3714-7924（平日10：00～17：00　※8/12～8/17、および土日祝を除く）

イベントのご案内

●コース内体験走行（４輪・２輪）
ペースカーの先導に従い、レーシングコースを
3周走行します。一般公道を走るスタイルでお
気軽にご参加ください！
受付は当日コントロールセンター1階で実施
※天候等により開催できない場合もあります。

●オフィシャルカーの特別展示
大会開催中に常時
展示をいたします。
ぜひ、  お立ち寄り
ください！

サーキット2周（8.8km）・1周（4.4km）、3kmの3種目で団体戦を実施します。
1チーム4名でエントリーできます。
チームの上位3名の合計タイムで競います。
※申込はインターネットのみです。詳しくはRUNNET（http://runnet.jp/）
　をご覧ください。
※団体戦の参加に男女、年代の区別はありません。ただし、小中学生のチームにお
　いては、男女別に表彰を行います。詳しくはRUNNET（http://runnet.jp/）を
　ご覧ください。
※個人種目にもエントリーとなります。

■団 体 戦　

■参 加 費　一般 ハーフ ………………………… ………
　　 サーキット …………………… ……… 
　　 団体戦 ………………………………
高校生／中学生  ハーフ・サーキット ……  
　　　 　　　 　 団体戦 ………………… 
小学生 3km …………………………………
　　　 団体戦……………………………… 
親子ペア（親子ともTシャツあり） ………… 

■参加資格　小学4年生以上で、健康な方であればどなたでも参加できます。
■定　　員　6,000名
■申込締切　・　　　　　　 （インターネット・携帯サイトエントリー） … 2015年10月30日（金）

・振替用紙 ………………… 2015年10月16日（金）消印有効

■表　　彰　・各部門上位3名に表彰状と賞品を贈ります。
・特別賞として仮装賞をご用意しています。

■参 加 賞　参加者全員に大会オリジナルTシャツを差し上げます。

■競技規定　①平成27年度日本陸上競技連盟規則に準じます。
②競技役員が競技続行不可能と判断した場合、競技を中止させることがあります。
③競技中の事故は応急処置のみ主催者で行いますが、主催者はそれ以上の責
任は負いません。各自でご注意ください。

④大会当日は体調に十分注意され、万一の場合はレースを棄権してください。
また、競技中に身体に異常を感じたときは、すみやかに競技を中止してくだ
さい。

⑤スタート時間の15分前が集合時間となります。各自スタート位置にお集まり
ください。

⑥コースは種目によって異なります。レース中異なる種目が並走する場合があ
りますので、競技役員の指示に従ってください。

■記録計測　・記録計測はランナーズチップで行います。ナンバーカードと一緒に封入され
ているチップを装着しないと記録が計測されませんので、必ずシューズに装
着してください。
・ランナーズチップはフィニッシュ後、必ずご返却ください。未返却や紛失の場
合は、実費を請求する場合がありますので、ご注意ください。
・親子ペアは子どもにチップを装着し、親子で手をつないでフィニッシュしてください。

※参加費には、参加賞・
　傷害保険料を含みます。

4,500円
3,800円
14,000円
2,200円
8,000円
1,600円
6,000円
4,500円

制限時間
（打ち切り時間）スタート時間

男子高校生以上29歳以下
男子30歳代
男子40歳代
男子50歳代
男子60歳以上
女子高校生以上39歳以下
女子40歳代
女子50歳以上
男子高校生以上29歳以下
男子30歳代
男子40歳代
男子50歳代
男子60歳以上
女子高校生以上29歳以下
女子30歳代
女子40歳代
女子50歳以上
一般団体戦
男子中学生
男子高校生以上29歳以下
男子30歳代
男子40歳代
男子50歳以上
女子中学生
女子高校生以上29歳以下
女子30歳代
女子40歳代
女子50歳以上
中学生団体戦
高校生団体戦
一般団体戦
男子小学生（4年生以上）
女子小学生（4年生以上）
親子ペア（子は小学生）
小学生団体戦

ハーフマラソン

種　目

サーキット2周
（8.8km）

サーキット1周
（4.4km）

小学生3km

11：00 2時間30分
（13：30）

1時間30分
（11：30）

45分
（10：30）

30分
（10：00）

部　門

10：00

9：45

9：30

■種目/部門/スタート時間/制限時間

振替用紙ご請求先



西ゲート

富士山 メインスタンドレーシングコース

第1コーナー
スタンド

スタート・フィニッシュ

小学生
コース

ハーフマラソン1周目
折り返し

［富士マラソンフェスタ2015］コース概要

※参加者の専用ゲートは西ゲートとなります。東ゲートから入場された
　場合は入場料をいただく場合があります。

冨士霊園

参加者専用ゲート

イエローハット

道の駅
ふじおやま

グラッチェガーデン 六合橋

セブン
イレブン

至山中湖

東富士五湖道路
須走インター

GS

ぐみ沢

湯沢

萩原北 菅沼

農協

至沼津

第1出口

御殿場インター
第2出口 至乙女峠 あしがら温泉

東名足柄バス停JR御殿場線

至東京

至国府津

至大井松田
東京

棚頭
インター

東名
高速
道路

東ゲート

西ゲート

駿河小山駅御殿場駅

足柄
駅

アクセス 交通のご案内

種　目
ハーフマラソン

 サーキット2周（8.8km）
 サーキット1周（4.4km）
 小学生（3km）

サーキットコース
約3.5km 1周＋4周

2周
1周
約0.6周

標高（m）
590
580
570
560
550
540
530

0.0距離（km） 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

コース攻略
ポイント

コースは約36mの高低差が
あり、知らず知らずのうちに
体力を消耗する恐れあり！
ペース配分に注意しよう！

コース幅はメインスタンド
前で15m。広くて走りやす
いが、オーバーペースで追い
抜きをかけずに自分のペー
スを守ることが大切！

富士の自然に囲まれたコー
スは遮るものがない。自然を
味方につけ、自己ベストに
チャレンジしよう！

1

2

3

【東京方面】
　東京IC→東名高速道路 約65分→御殿場IC→約15分
　東京IC→東名高速道路 約50分→大井松田IC→約30分
　調布IC→中央自動車道 約65分→河口湖IC→

東富士五湖道路 約15分→須走IC→約10分
【静岡・名古屋・関西方面】
名古屋IC→東名高速道路 約160分→御殿場IC→約15分
※関西方面からは名神高速道路をご利用の上、名古屋よ
り上記ルートをご利用ください。

【甲府方面】
　甲府南IC→中央自動車道 約65分→河口湖IC→
　東富士五湖道路 約15分→須走IC→約10分

【東名ハイウェイバスの利用】
　

※大会当日はJR御殿場駅より臨時バスを運行します。
　所要時間：片道約30分　　料金：片道大人630円
　乗 り 口：御殿場駅富士山口バス乗り場　7番乗り場
　時間は参加通知書でご案内いたします。

シャトルバス

約30分約70～80分

東京
新宿

足柄バス停 会場
ハイウェイバス

バスでお越しの方

車でお越しの方

電車でお越しの方

マラソンフェスタ インフォメーション

♨

小山町宿泊施設案内 ̶余裕をも
ってレースに臨みませんか̶

　　旅館名 　所在地 　電話 収容人数   素泊り　　　1泊朝食付
旅館　扇　屋 小山町須走331-18 0550-75-2345 100名 5,940円 　　7,020円

旅館　江戸屋 小山町須走128-1 0550-75-3600 60名
 5,000円 　　5,700円

    5,500円 　　6,200円
旅館　大申学 小山町須走171 0550-75-2234 60名 5,700円 　　6,200円
ホテル　米山館 小山町須走244 0550-75-2224 70名 5,500円 　　6,500円
旅館　みゆき 小山町須走186-1 0550-75-2022 30名 5,500円 　　6,500円
旅館　比富美荘 小山町須走284-1 0550-75-2341 40名 5,400円 　　6,500円
民宿　マルヤマ 小山町須走193 0550-75-2056 32名 5,200円 　　6,000円
民宿　あさひ荘 小山町須走292-2 0550-75-3200 40名 4,320円 　　　 ー
山荘旅館　新富 小山町須走495-363 0550-75-2632 20名 4,300円 　　5,400円
民宿　大胡田荘 小山町大胡田958 0550-76-5151 70名 4,320円 　　5,076円
民宿　紀賀野 小山町大御神483 0550-78-0761 25名 4,860円 　　5,400円
民宿　山久荘 小山町桑木681-3 0550-76-1039 40名 4,320円 　　5,400円

今大会より参加されるランナー
の皆さんを小山町の宿泊施設で
最大限の「おもてなし」をさせて
いただきます。
詳細は大会ＨＰにて都度掲載い
たします。
また、事前案内にお得な情報が
入ったインフォメーションを同
封させていただきます。
雄大な富士山のもと、ゆっくりと
休んで大会に臨んでください。

和

洋

和

洋

（税込み）


