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「Karstar(カ ルスタ…)」 は、

ジオパークの情報発信を行う観

光案内所、コーヒースタンドを

併設する無料休憩所があり、大

きな窓からは秋吉台の大自然を

一望いただけま魂
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■主催:Mine秋吉台ジオパークマラソン実行委員会

■共催:美祢市 美祢市体育協会 美祢市スポーツ推進委員協議会/tysテレビ山口

■後援:山 口県/山口県観光連盟/美祢市教育委員会/山 口県体育協会/山 口陸上競技協会

■主管:美 祢市陸上競技協会

■協力:山 口県高等学校体育連盟/山 口県中学校体育連盟/秋吉台エコ・ミュージアム/秋吉台家族旅行村/
美祢市観光協会/美祢郡医師会/美祢市連合婦人会/美祢市内郵便局/山 ロランニングネットワーク/
M ne秋 吉台ジオパーク推進協議会/Mine Coleclon認定者協議会

2019。12。13o
お申し込みは大会ホームページより

1第 12回 Mine秋吉台ジオパークマラソンl慶



「ナンバーカード」と臨捌 チップ」を
事前送付します。

「ハーフ」と「1 0km」 で
『ネットタイム』の計測を実施します。

ハーフの部3時間
ペースランナ…がサポー トします

秋吉台特有の高低差のあるコースを
ひとりでも多くの方に完走していた
だきたいとの思いから、ハ=フの部
の制限時間を3時間にしています。
3時間完走ペースランナーが、完走を
,サポートします。

大会公式ホームベージを開設
参カロ者サービスの一環として大会公式
ホームページを開設しています。
参加申込はじめ、旬な情報や大会結果
などを提供して参りますので、ぜひ
アクセスしてください。
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◆2020年 3月 1日 (日 )8:30～ 受付 雨天決行

◇市道博物館線「秋吉台バス停前」をスタートし、カルストロード、佐山交差点
を通つて県道239号に入り、景清洞付近で折り返し、トンネルを抜けて大型
バス駐車場付近ヘゴールします。

※歩行補助用具 (車いす、杖、ベビーカー等)を使用せずに走れることを参加条件とします。
※ハーフは最大約133mの高低差があります。※年齢は大会当日の満年齢とします。

◇ハーフの部は「12km地 点 (大 正洞駐車場)」 を1時間45分、「16km地 点
先 (帰 り水パーキング)」 を2時間20分の関門制限と、ゴールまで3時間の

時間制限を設けます。制限時間内に関門を通過できない、またはゴールで
きない選手は、速やかに競技を中止し、係員の指示に従い収容車に乗車
してください。

◇定員は各種目の合計人数約3,000名とします。
定員に達した場合は大会公式ホームベージでお知らせします。

尚、定員〆切後の申込みは無効とし、参加料から返金手数料を差し引い

た金額を返金します。

◇参加者は各自の責任において事前に健康診断を受け、自分の健康状態を確
認のうえ参加してください。本大会において主催者は、傷害事故等について

応急手当以外―切の責任を負いません。

①参加者全員に参加記念として、大会オリジナルTシャツ・害1引クーポン券を贈呈
②各種日、部門の中から男・女(ファミリーは除く)上位3位までを総合表彰
③5km、 10km、 ハーフの年代別表彰として、男、女上位1位～3位までを表彰
④特別賞
⑤「大会を欠席された方」、「表彰式を欠席された入賞者の方」で賞品の宅配を
希望される方には、「着払いゆうびんパック」でお送りいたします。(2020年 3月

31日までに大会事務局にお申し込みください。)

①完走者には「完走証」を当日発行します。
②会場内に各種目別の記録 (速報)を 掲示します。

③後日、大会ホームページに記録を掲載します。

①記録集計はランナーズチップを使用します。
②マラソンコース内給水地点は4カ所 (ゴ ール地点、長者ヶ森駐車場、青
景入口付近、大正洞駐車場)設置します。

③参加申込者には、2月 中旬頃にナンバーカード、計測チップ、参加案内
等を送付します。

④参加粗品、大会プログラム等は大会当日受付でお渡しします。
⑤更衣室、貴重品および手荷物預所、授浮L室 を設置します。
⑥出場者には美祢市連合婦人会の協力により温かい豚汁をご提供します。

⑦参加申込後、出場部門の変更はできません。また、天変地異や特別な

気象条件による大会中止の場合、参加料の返金などについては、その

都度主催者が判断し、決定します。
③お申し込みの個人情報をもとに、今後「Mine秋 吉台ジオパークマラソン」及び
「秋吉台カルストウォーク」のお申込案内等を送付させていただくことがありま魂

宿 泊 施 設 名

0秋吉台家族旅行村

電 話 番 号

0837-62-1110

料  金  等 (税込)

ケビン・ログ八ウス特別料金

(12,000円 ～→10,000円 ～)

詳しくはお問い合わせください。

②秋吉台ユースビレッジ 0837-62-0341 8,000円 →7,000円 (1室3名様以上)

※1人 1室はできません、

O秋芳ロイヤルホテル秋芳館 0837-62-0311 14.040円 →8,800円
※1泊 2食付

④美祢グランドホテル 0837‐ 53-1771 6,380円 →5,800円 (素 ,自まり)

朝食900円

⑤ 天宿の社桂月 08396-5-0088 ふく会席コース(2名以上 1名 あたり)

22,000円 →16,500円 (月 1途入湯税150円 )

0ほっとビレッジ美東 08396‐ 2‐ 2285 7,150円→6,600円～(1室2名以上・1名あたり)

さらにオリジナルケーキプレゼント

⑦ 景清洞トロン温泉 08396-2-2177
大 人 3,500円 →3.000円
小学生以下2,000円 → 1,500円
(い ずれも素泊まり)

O秋吉台国際芸術村 0837-63-0020 1名利用の場合、1室3,130円 ～

O秋吉台少年自然の家 090-3171-6517 5,000円 (夕食、朝食、懇親会込)

※予約方法
希望する施設へ直接電話し、「M ne秋吉台ジオパークマラソン」に出場する旨を
フロントに告げてください。

※「宿泊パック」はありません。

◇秋吉台緑地公園(秋吉台展望台周辺)

種 目 部 参加資格 スタート

【1.5km】 1ファミリー(2人組)

小学生以下とそ
`保護者の2人確

【2kml
2小学生男子1～ 4年生 3小学生男子5・ 6年生

小学生
10:25

4小学生女子1～ 4年生 5小学生女子5・ 6年生 10:40

【5km】

6男子39歳以下 7男子40歳代

中学生以上

8男子50歳代 9男子60歳以上

10女子39歳以下 11女子40歳代

12女子50歳代 13女子60歳以上

14中 学生男子 15中 学生女子

【10km】

16男 子39歳以下 17男 子40歳代

高校生以上111:10
18男 子50歳代 19男子60歳 以上

21女子40歳代20女子39歳以下

22女子50歳代 23女子60歳 以上

レヽ―フ】

24男 子39歳 以下 25男 子40歳代

26男子50歳代 27男 子60歳 以上

28女子39蔵以下 29女子40歳代
:^エ ー ー

| `':
|

30女子50歳代 31女子60歳以上

◇ファミリー・高校生以上……4,200円 籠込)◇小・中学生……2,200円 Q込 )
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1族みんなで参加しよう 割引クーボン券をプレゼント
よ全部で5種類。

いら大人まで、自分の体力に合
C参加できます。

つサービスや地元の方による飲
どの出店がある、にぎやかな会
井。

秋芳洞、大正洞、景清洞の半額券ほか、
地元商店街や観光施設で使えるクー
ボン券を差し上げます。
週末を利用して参カロされる方は、秋
吉台周辺を散策しては |

カルス ト高原、トロン温泉など見ど
ころもいっぱいです。

申 込 方 法 ◎ 姶 ホームページlFJr-5)ま たは ① 論 エントリーで神 興 みいただけます。(1 5km(フ ァミリ→ 臥 会ホームベージlFLl-5)のの

パソコンまたはスマー トフォンから下記のURLにアクセスし、大会エン トリーページの指示に従つ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)。
※エントリーの際は、RUNNETへ の会員登録(無料)が必要となります。 ※エントリー手数料:支払総額4000円 まで220円、4001円以上550/0(税込)

お申し込みは大会ホームページより 第12回 Mhe秋吉台ジオパークマラソン 峙
http://www.mine・ aklyoshidal・ marathon.ipノ

郵便局での振替用紙でのお申し込みは廃止となりましたので、電話エントリーをこ利用ください。

〈電話会員登録 。電話エントリー)

TEL:0570-001-661※ 通信料はこ負担ください。

電話会員登録(無料)が必要です。事前に上記の電話番号にて会員登録を済ませてください。会員番号をお伝えします。
(平 日10:00～ 17:00)

上記電話番号で、「大会エントリー」を選択します。音声案内に従い、プッシュボタンで会員番号や大会IDなど必要事項を入
力し、お申し込みください。(24時間対応)エントリーに必要な「種目番号」は右表をこ覧ください。お支払いは、ベイジー対
応ATM・□―ソン・フアミリーマートミニストップのいずれかを選択。
エントリー手数料 :支払総額が4,000円 まで220円 4,001円以上5.5%(税込)

お支払いに必要な番号 ●お客様番号(※ 1):*****(11桁 )●確認番号 :42195●収納機関番号(※

=):58021※1:大会エントリー時に音声でお伝えします。※2:Pay― easy(ベイジー)対応のATMのみ使用。コンビニ払いでは不要。

〓・・）０
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QRコードを使うと、申
し込みサイトに簡単
にアクセスできます。

距離種目 エントリー種目名
日
日
「

腫

蟹 参カロ料(税込)

2km

男子 」ヽ学 1～4年 1 ¥2,200

男子」ヽ学56年 2 ¥2200
女子 」ヽ学1～ 4年 ¥2,200

女子 」ヽ学 5 6年 ¥2,200

5km

男子 中学 5 ¥2200
男子 高校以上 ¥4,200

女子 中学 7 ¥2200
女子 高校 以上 ¥4200

10km
男子 高校以上 9 ¥4,200

女子 高校 以上 ¥4200

ハ=フ (21 0975km)
男子 高校以上 11 ¥4,200

女子 高校以上 ¥4.200
]5km(フラミリー)は大会ホームベージ(RUNTES)でのみ受付

1 事務局へのお電話、メール等による申込応募状況 照会等はできませんので、こ了承ください。
2 郵便事情、インターネット機器・回線の不具合による申し込みの遅れについて、主催者は一切の責任を負いません。
3 インターネットからお申し込みの際、こ利用の端末機、OS、 ブラウザソフトによっては申し込みできないことがあります。            ｀

4 定員に達し次第、申込期限前でも募集を締め切ります。締切後に申し込まれた参加料は、手数料 (600円 )を差し引いた金額を現金書留で返金いたします。
5 申し込みの受付完了は、郵便振替・コンビ三振替であれば窓口で参加料を支払つた日。カード決済・口座振替は手続きを完了した日になります。

1自 己者F合 による申込後の種 目変更 キヤンセル 権利譲渡 名義変
更はできません。また、過剰入金 重複入金の返金はいた しません。

定員を超える申込があつた場合、入金期限内に参加料の支払が完
了していても入金日によっては申込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。

2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 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。

3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。

4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。

5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。

6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。

7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。

8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。

9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〈奪等、主催者の決定に従います。また、主催者は、虚偽申
告 代理出走者に対して救護 返金等―切の責任を負いかねます。

10大 会当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催
者は一切責任を負いません。

11各競技 ともペッ トを連れての参加は国 くお断 りいた します。ま
た、出走の際のベ ビーカーの使用はご遠慮 ください。

12大会の映像 写真 記事 言己録等において、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 ノ`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。
13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。
14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

(饂館がある場合は大会規約が優先 します )。

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、大会ホームベージの制作、大会プログラム制作、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。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。          ‐

採 美祢市観光悴 晨は [カルストドットコムl睦索
も TEL.0837‐ 62‐ 1430(平 日8:30～17:00)



秋吉台
家族旅行村
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山口県

会場までは

〈バスでの所要時間〉※時刻表など詳しくは、大会公式ホームページをこ覧ください。

美祢駅から    25分   東萩駅から    70分
山口駅から    60分   下関駅から   120分
湯田温泉から   50分

〈車での所要時間〉

小郡萩道路秋吉台インターチェンジから

中国自動車道美祢インターチェンジから

中国自動車道小郡インターチェンジから

秋吉台緑地 /A・園 帰り水パーキング
16km付近

関F]2時間20分

給
水
所
・ト
イ
レ

長
者
ヶ
森
駐
車
場

給水所・卜ll1/
大正洞駐車場

12km地 点    7
関F■ 1時間45分

サファリランド

佐

交差点

]0分

20分

30分

〈パーキングについて〉
7」 君ヽ5

臨時駐車場として秋吉台周辺市営駐車場 (約 1,100台分用意)を こ利用ください。

秋芳洞バスセンターから大会会場近くまでは無料シャトルバスを運行します。 (運行時間 8:00～ 15:00随時)

秋芳洞入口 景清洞トロン温泉(人工)

サフアリランド
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∫
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‐
…
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☆ 秋芳洞エレベーターロ駐車場IP7】

8100～ 15100ま では
マラソン大会シャ トルバス発着場所

貸切バス駐車場、タクシー及び一般観光客

駐車場となります。

参加者は駐車てきまし′t.

題

割■0■叫

★ マ ラソ ン大 会参加者無料 駐車場

秋吉台上 :秋芳洞黒谷口駐車場IP6】

家族旅行村予備駐車場IPll】

家族旅行村駐車場【P12】
秋芳洞周辺 :秋芳洞第2駐車場【P2】

秋芳洞第3駐車場IP3】

秋芳洞第4駐車場IP4】

X Pl P2、 P4駐車場をご利用の参加者は
パスセンターからシャト,レ スヽをど利用ください。

X P3、 P6、 P7P12か らは、直接シャトルバスが

でま魂
X Plは 観光客用駐車場 (有料)と なりま魂
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