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Chuo City 

■お問い合わせ先

〒400-1594 山梨県中央市大鳥居3866

E-mail：syoukou@city.chuo.yamanashi.jp
TEL：055-274-8582　FAX：055-269-2413

主　　　　催：スイートコーンマラソン＆ウォーク実行委員会
後　　　　援：  山梨県中央市
アドバイザー：加賀美 慧

Chuo City, Yamanashi Prefecture - -"Right in the Heart of Japan"

SWEETCORN
MARATHON WALK

2018 6.24 SUN

 &

STARTAM 9:30

第1回“日本の真ん中”山梨県中央市

山梨県中央市豊富農業者トレーニングセンター前
（山梨県中央市大鳥居3770）

会場

申込方法 インターネットサイト（ランネット http://runnet.jp/ ）
申込締切 2018年5月31日（木）まで 

スイートコーンマラソン＆ウォーク実行委員会
事務局　中央市役所商工観光課内

http://www.chuocity-sweetcornmarathon.jp/

定員に達ししだい
締め切ります※ゆずれ～る期間 6月2日（土）まで

詳細は裏面をご覧ください

山の神チャレンジコース（約20km）
里山エンジョイコース（マラソン）（約11km）
里山エンジョイコース（ウォーク）（約11km）

スイートコーンマラソン　ウォーク &

大会専用ホームページ 

右記QRコードからもアクセスできます▶
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参加賞
山梨県中央市特産品

お土産セット付き
スイートコーン “ゴールドラッシュ”

　　ゴール地点に　　登場
温泉無料特典あり

足湯



Chuo City, Yamanashi Prefecture - - "Right in the Heart of Japan"

SWEET CORN MARATHON & WALK 
スイートコーンマラソン&ウォーク“日本の真ん中”山梨県中央市第1回
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コースマップ
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第1エイド
ステーション

山の神神社
エイド

ビューポイント 1
眼下に広がる眺望

ビューポイント 3
360°の大パノラマ

ビューポイント 4
北岳・八ヶ岳・とうもろこし畑

ビューポイント 2
畑熊地区と千波の滝

■開 催  日：2018年6月24日（日）
■会　　 場：山梨県中央市豊富農業者トレーニングセンター前
■種目・定員：山の神チャレンジコース（約20km）･･･････････････ 250名
　　　　　　里山エンジョイコース（マラソン）（約11km）･････････150名
　　　　　　里山エンジョイコース（ウォーク）（約11km）･････････100名
■レセプション：2018年6月23日（土）16：００～18：００　参加費500円
 道の駅とよとみ「レストラン ふるさとカフェシルク」
 〒400-1514 中央市浅利1010-1　055-269-3423
■参加資格：健康で医師の診断により異状が認められない16歳以上の方
　　　　　 （里山エンジョイコース（マラソン）は中学生以上 ※未成年は保護者同意が必要）
■表　　 彰：男女別1～6位、完走（歩）者全員に記録入り完走（歩）証を当日発行
■参 加 賞：スイートコーン（ゴールドラッシュ）お土産セット付き

大会概要

受付時間・コース・参加費・スタート時間・制限時間

アクセスマップ

申込方法

❶参加者は健康に留意し、特に競技中不調を感じた時は、直ちに競技を中止する
　など健康管理に充分注意してください。
❷参加者は、各種目のスタート10分前から選手の整列を行いますので、遅れない
　ように集合してください。
❸大会10日前に参加通知書を郵送します。
❹ナンバーカード（ゼッケン）・計測チップ・参加賞は当日受付にて交付します。
❺コースについては誘導スタッフによる誘導以外に案内板や目印を付けますので、
　各自確認をして走るようにお願いいたします。
❻当日の種目の変更は認めません。
❼申込後のキャンセルなど、いかなる理由がありましても参加費の返金はいたし
　ません。
❽雨天の場合は中止・コースの一部変更になる場合があります。
❾自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・名義変更はできません。
ただし、ゆずれ～る内に限り、申込後の出走権譲渡ができるものとします。
また、主催者の責に帰さない事由によるエントリー料金等の払戻しは一切認めら
れません。定員を超える申し込みがあった場合、入金期限内に参加料の支払いが
完了していても入金日によっては申し込みが無効となる場合がございます。その
場合、主催者が定める方法により返金されます。

　地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止、参加料返金の
有無・金額、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。
主催者は、虚偽申告・代理出走者に対して救護・返金等一切の責任を負いかね
ます。　　　

注意事項

コース・参加費 スタート時間 制限時間

10:00 下り第1エイド地点14:00
5時間（15:00）

10:30 2時間（12:30）

受付時間 前日 15:30～18:00（道の駅とよとみ レストラン）
当日   8:00 開始～各スタート30分前まで

エントリー時に同意が必要な申し込み規約
（ 1 ）私は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、大会に臨みます。
（ 2 ）私は、大会開催中に主催者から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。

（ 3 ）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。

（ 4 ）私は、大会開催中の事故、傷病等について、主催者側が加入した保険の範囲
内で主催者にその補償を求めることとし、主催者のその余の責任を免除します。

（5 ）私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）は、本大会への参加を承諾
しています。

（ 6 ）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。

（ 7 ）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）の使用権・掲載権は主催者に属します。

（ 8 ）大会申込者の個人情報の取扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。
（ 9 ）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

場合は大会規約が優先します）。

インターネットサイト（ランネット http: //runnet.jp/）

申込締切:2018年5月31日（木）まで
※ゆずれ～る期間 6月2日（土）まで ※定員に達し次第締め切ります

山の神チャレンジコース 約20km

里山エンジョイコース（マラソン） 約11km

9:30 4時間（13:30）
里山エンジョイコース（ウォーク）約11km

そ　  ご
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名古屋

［電車をご利用の場合］

JR中央本線

特急（120分） 特急（60分）（20分）
JR身延線
小井川駅

東花輪駅

塩尻 小淵沢 韮崎 甲府

特急（90分）
バス（50分）

中央市

新宿JR 中央本線

［自動車をご利用の場合］

名古屋 中央自動車道

中部横断自走車道
南アルプスIC中央市

（180分）

（15分）（5分）（10分）
R140

双葉JCT 甲府南 IC 大月 IC 中央自動車道

（90分）

新宿八王子JCT

〈参加費〉:2,000円(中学生1,500円)

〈参加費〉:2,000円(小・中学生1,500円)

〈参加費〉:3,000円

お問い合わせ先
〒400-1594 山梨県中央市大鳥居3866

ＴＥＬ：055-274-8582 ＦＡＸ：055-269-2413　　syoukou@city.chuo.yamanashi.jp
スイートコーンマラソン＆ウォーク実行委員会　事務局 中央市商工観光課内
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千本桜
登
山
道

■ 山の神チャレンジコース（約20km）
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■ 里山エンジョイコース（マラソン・ウォーク）（約11km）
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