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初夏の香り漂う、湖をわたる風と共に

さあ！走り出そう！

第37回

ハーフ
折り返し点

(16.85km)

P臨時
駐車場

スタート

フィニッシュ
（大会会場）

Half Marathon   21.0975km

Round Yamanakako Marathon   13.6km

特典 その 1 特典 その 2 特典 その 3 特典 その 4 特典 その 5

大会記念Tシャツ
プレゼント

レース後に
とん汁サービス！

観光船・モーターボート
シャトルバスで会場へ！

スポーツドリンク
サービス！

各給水所でカリフォルニア産

オレンジサービス

主　催 ／ 山中湖村　スポーツニッポン新聞社

協　賛 ／ 株式会社ゴールドウイン　サンキスト・グロワーズ　SICスポーツ情報センター
　　　　  富士急行株式会社　ランネット　山中湖観光振興公社　

山中湖ロードレース 検索検索

http://yamanakako-roadrace.com

お申込みは大会公式サイトから 2017年1月21日(土)ＡＭ10時～受付開始！

先着13,000名
締切日
2017年
2月28日
(火)

詳しくは
裏 面 へ

スポニチマラソンサミット特別企画について スポニチマラソンサミット友好大会である３大会（三浦国際市民マラソン・かすみがうらマラソン・山中湖ロー
ドレース）すべてに出場された方に地域の特産品をプレゼントする予定です。

37th



大会日程 ハーフマラソン  山中湖一周

5月27日（土） 受付（山中湖中学校） 14：00～19：00

5月28日（日）
受付（山中湖中学校） 6：30～8：00

スタート 9：15
（制限時間2時間45分）

9：30
（制限時間2時間30分）

大会要項 SPONICHI YAMANAKAKO ROAD RACE

■ 開 催 日： 2017年5月28日（日）　雨天決行
■ 会　　場： 山中湖中学校
 　（スタート：役場前交差点、フィニッシュ：山中湖中学校）
■ 種　　目： 山中湖一周（13.6km）　ハーフマラソン（21.0975km）
■ 参加資格： 健康で完走可能な人（ハーフマラソンは16歳以上）
■ 参 加 費： 
■ 参加人数： 13,000人（先着受付順。定員に達した場合は、返金に手数料
■ 開 催 日： がかかりますのでご了承ください）
■ 表　　彰：一般男女　各1位～10位
■ 開 催 日： 壮年男女　各1位～6位（満50歳以上）
    （賞状および、オリジナルジャンボメダル、各種目総合1位を海
■ 開 催 日： 外マラソン大会へ派遣（予定））
■ ル ー ル：競技は2017年度日本陸上競技連盟規則により行います。
■ 参 加 証：参加証（ナンバーカード通知）は5月連休明けに郵送いたしま
■ 開 催 日： す。郵便事情等により参加証が5月15日（日）までに届かない
■ 開 催 日： 場合は、大会事務局にお問い合わせください。

■ 参 加 賞：C3fit(シースリーフィット) 大会記念Tシャツ
■ 完 走 証：制限時間内完走者には、完走証を後日郵送いたします。
■ 注意事項：①審判員が競技続行不可能と判断した競技者に対しては、競技
■ 注意事項：を中止させることがあります。
■ 注意事項：②ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意し、受付の際（前日
■ 注意事項：・当日）渡します。
■ 注意事項：③スポーツ傷害保険は主催者が加入します。
■ 注意事項：④参加者は保険証（コピー可）を必ず持参してください。
■ 注意事項：⑤駐車場が少ないので、乗り合わせをするなどのご協力をお願
■ 注意事項：いいたします。

申込方法 : SPONICHI YAMANAKAKO ROAD RACE大会公式サイトよりお申込み頂けます！

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、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）に利用いたしますが、プログラムへの選手名簿掲載はいたしません。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。

自己都合による申込後の種目変更、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・疫病等による開催縮小・中止
、参加料の返金の有無・額、通知方法等についてはその都度主催
者が判断し、決定します。
私は、心疾患・疾病等なく、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。また、その
他、主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。
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、傷病等に関し、主催者の責任を
免除し、損害賠償等の請求を行いません。

パソコンまたは携帯から上記の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：支払総額の5.15%  ○ インターネットでのお申込が出来ない方は
下記エントリーセンターまで専用の振替用紙を郵送にてご請求ください。

個人情報の取り扱いについて

申込規約 ※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。

森の駅発（旭日丘バスターミナル・スタート会場徒歩10分） 11:00から随時発　最終13：30発 → 各出発地（新宿･横浜）
往復利用代金／大人お一人様　5,000円　　※片道設定はございません ※小人同額

600名 200名
新宿便／新宿駅西口工学院大学付近　午前5時45分出発 横浜便／横浜駅西口天理ビル前　　午前5時30分出発

新宿出発（大会当日） 横浜出発（大会当日）

募集人数
出　発

帰　り
料　金

申込締切

マラソンバス（大会当日）について SPONICHI YAMANAKAKO ROAD RACE

マラソンバス申し込み・お問い合わせ先　

インターネット申込み：5月８日 (月 )12:00 着信まで

富士急トラベル㈱富士吉田支店
山中湖ロードレースマラソンバス係   担当：小宮山

※所要時間は片道約2時間30分
※往復共に途中休憩なし
※道路渋滞等により遅れた場合でもスタート時間の変更はありません。
※道路状況（事故・渋滞）でスタート時間に遅れた場合、及び天候など
　の理由で大会が中止となった場合でも、出発後はバス代の払い戻しは
　致しませんので予めご了承ください。
※締め切り前でも、座席（新宿 600 名・横浜 200 名）が満席となった 
　時点で締め切らせていただきますので予めご了承下さい。
※お客様の個人情報は、保護に関する法律及び関連法令等を厳守し取扱
　います。　　　

申込み方法

振込口座

インターネット申込み

①郵便振替口座　口座番号：00290-2-115664　口座名：富士急トラベル㈱
②ゆうちょ銀行　ゼロニキュウ(029)支店　当座：0115664 口座名：富士急トラベル㈱

　　　　　　　　　　                           又は、
URL http://www.fujikyu-travel.co.jpにてホームページからお申し込み後、下記口座へお振り込み下さい｡
※ 受領書は終了まで保管下さい｡ ※ ネット環境をお持ちでない方は電話にてお問い合せ下さい。

Email：yamanakako-roadrace@fujikyu-travel.co.jp
営業時間　平日10:00 ～ 18：00（土休日は休業）

TEL 0555-21-1052  FAX 0555-23-4309

富士急トラベル　山中湖ロードレース 検 索

〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田2-5-1

※締切前でも満席･満室になった時点で締め切りますのであらかじめご了承下さい。

案内書発送 マラソンバス・宿泊共に案内書は5月 20日頃迄にEメール添付にて発送いたします。

宿泊は、若葉が芽吹く
新緑の山中湖へ

 大会に関するお問い合わせ先
 スポニチ山中湖ロードレース事務局 宛

〒401-0501  山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL.0555-62-9105（月～金8:30～17:00 ※祝日を除く）

[ ホームページ ]  http://www.yamanakako-roadrace.com/

山中湖ロードレースパンフレット発送センター
TEL.03-3714-7924 
月～金10:00～17:00
※祝日を除く

お問い合わせ SPONICHI YAMANAKAKO ROAD RACE

振替用紙のご請求先 ※必ず82円切手を貼った返信用封筒(宛先記載)を上記宛にお送りください。専用振替用紙を折り返し郵送いたします。
※専用用紙以外でのお申込みは認められず、手数料を差し引いて返金いたします。
※パンフレット部数次第では切手料金が異なりますので、パンフレット発送センターへお問い合わせください。

〒152-8532　東京都目黒区原町1-31-9　
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4.
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12.

私は、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。
私は、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（において氏名・年齢・性別・記
録・肖像等の個人情報）が新聞・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。
（齟齬がある場合は大会規約を優先します。）

【申込開始】2017年1月21(土) AM10:00～
【申込締切】2017年2月28日(火)

パソコンからお申込み
http://www.yamanakako-roadrace.com/

ランネット http://runnet.jp/

スマートフォン
からお申込み

QRコード対応の携帯電話を使うと、
申込サイトにアクセスできます。

5,000円

民宿･ペンション･旅館･ホテル等､
お好みにあわせて宿泊施設がいっぱい｡
お友達、ご家族連れでぜひご利用ください。 

山中湖観光協会
http://www.yamanakako.gr.jp/

TEL.0555-62-3100


