
栗マラソン開催地 周辺おすすめスポット！！栗マラソン開催地 周辺おすすめスポット！！

マキノピックランドマキノピックランド

●お問い合わせ  
　　マキノピックランド   TEL.0740－27－1811

農業公園マキノピックランドでは、旬の果物（さくらんぼ・
ブドウ・リンゴ・栗など）の収穫体験が楽しめます。また
果樹園で採れる果実を使ったジェラートや、旬の果物を
使ったスイーツ、ご当地商品「メタセコイヤチョコレート」
も大人気。

●お問い合わせ  
　　マキノ高原観光㈱ 　　 TEL.0740－27－0936
　　マキノ高原温泉さらさ  TEL.0740－27－8126

70余年もの歴史を持つ老舗スキー場。30万㎡の広大なゲ
レンデは、シーズンオフには緑の高原へと様変わりし、多
くのキャンパーで賑わいます。また隣接する温泉『さらさ』
にはジャグジーや寝湯、露天風呂を備えた男女別浴室など
があり、ゆったりとくつろげる施設となっています。

◎観光に関するお問い合わせは…
（公社）びわ湖高島観光協会　☎0740－33－7101
https://www.takashima-kanko.jp

マキノ高原（マキノ高原ファミリースキー場）＆マキノ高原温泉さらさマキノ高原（マキノ高原ファミリースキー場）＆マキノ高原温泉さらさ

びわ湖高島
栗マラソン
びわ湖高島
栗マラソン

主催／高島市  高島市教育委員会　  主管／びわ湖高島栗マラソン実行委員会
（一社）高島市スポーツ協会 　（公社）びわ湖高島観光協会 　（農）マキノ町果樹生産組合　
（一社）めいどいんマキノ 　西日本旅客鉄道（株）

新・日本の街路樹100景にも選ばれたメタセコイアの並木道を走ろう新・日本の街路樹100景にも選ばれたメタセコイアの並木道を走ろう新・日本の街路樹100景にも選ばれたメタセコイアの並木道を走ろう

種目
●ハーフマラソン
●クォーターマラソン（10.6 ㎞）
●２㎞

申込締切
●窓口受付
●RUNTES
　　（インターネット）

８月23日（金）
８月30日（金）

●窓口受付
●RUNTES
　　（インターネット）
●ふるさと納税申込　 ８月16日（金）●ふるさと納税申込　 ８月16日（金）

８月23日（金）
８月30日（金）

種目
●ハーフマラソン
●クォーターマラソン（10.6 ㎞）
●２㎞

申込締切

10月27日（日）開催令和元年

びわ湖高島栗マラソンは
オレンジリボンキャンペーンを応援しています。

２０１９２０１９

お問い合わせ　一般社団法人めいどいんマキノ　0740－20－1361

ＪＲマキノ駅前では、飲食や特産品販売ブースなどを設けております。
来場者の皆さん、お帰りの際にはぜひお立ち寄り下さい。

ＪＲマキノ駅前では、飲食や特産品販売ブースなどを設けております。
来場者の皆さん、お帰りの際にはぜひお立ち寄り下さい。

道の駅マキノおっさかとうげ道の駅マキノおっさかとうげ

マキノ駅前おさんぽ市マキノ駅前おさんぽ市
「食とみやげものお楽しみ市」「食とみやげものお楽しみ市」「食とみやげものお楽しみ市」

マキノでしか買えない

「軽トラ市」「軽トラ市」「軽トラ市」

愛情あふれたふるさと自慢の産品

「おもてなし市」「おもてなし市」「おもてなし市」

また来たい！と思っていただける

11 時～ 14時

道の駅マキノ追坂峠は、琵琶湖を望む峠にあります。
四季の移ろいの鮮やかな自然をご堪能ください。

直売所では、心を込めて作られた産直品や特産品など
を豊富に取りそろえています。

道の駅マキノ追坂峠は、琵琶湖を望む峠にあります。
四季の移ろいの鮮やかな自然をご堪能ください。

直売所では、心を込めて作られた産直品や特産品など
を豊富に取りそろえています。

お問い合わせ  0740－28－8081



コースマップ

２０１9 びわ湖高島栗マラソン  開催要項２０１9 びわ湖高島栗マラソン  開催要項
開 催 日 令和元年10月27日（日）　雨天決行 参 加 料

参 加 賞 オリジナルＴシャツ、特産品（栗１パック）
表 彰 ①ハーフマラソンの部、クォーターマラソンの部

　ハ ー フ：男女各１位～６位までを表彰します。
　クォーター：男女各１位～６位までを表彰します。

②２㎞の部の表彰はありません。

記 録 ①ランナーのタイム計測を行います。（２㎞は計測しません。）
②当日は、掲示板にて掲示します。
③完走者全員に当日完走証を発行します。
④大会記録結果は、高島市のホームページから確認できます。

参加通知書 申込締切後、参加者には 10月上旬に参加通知書を送付します。
大会当日、必ず参加通知書を受付で提示してください。

・１位…金メダル・米（マキノ産コシヒカリ） ほか
・２位…銀メダル・米（マキノ産コシヒカリ） ほか
・３位…銅メダル・米（マキノ産コシヒカリ） ほか
・４～６位…賞状

募集定員 先着 2,800 名 ※締切日までに定員に達した場合は、その
　時点で受付を終了することがあります。

大会運営上、ハーフマラソンについては14km地点（１時間
40分）、19km地点（２時間20分）で、関門閉鎖をします。
上記以外でも特別に遅れた選手は収容する場合があります。

制限時間

注意事項

種 目  ①ハーフマラソンの部 ………男女別・高校生以上
 ②クォーターマラソンの部 … 男女別・中学生以上
 ③ ２kmの部 ……………… 男女一般

申込期間  令和元年７月 1日（月）～８月30日（金）
 ※窓口受付については８月23日（金）
 ※ふるさと納税申込については８月16日（金）

大会日程   7:30 ～ 9:00
  9:00 ～ 9:10
  9:30 ２kmの部
10:10 ハーフマラソンの部
10:50 クォーターマラソンの部
ハーフの部、クォーターの部共、
準備ができ次第実施します。

①受　　付
②開 会 式
③スタート

④表 彰 式

会 場 マキノピックランド（受付：マキノ西小学校）
滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1

① 本大会は健康と親睦を目的とし、順位や記録だけを競う大会ではありません。
② 本大会のコースは一般公道を利用します。交通法規を遵守し、監察員や係員の誘導に従って走行し、大会の安全な運営に協力をお願いいたします。
　 またコースにあたる道路に歩道のあるところは歩道を、歩道のないところは道路の左側を走行願います。
③ 競技中、選手は主催者の用意するゼッケンを必ず胸（ハーフとクォーターは背にも）に着用してください。
④ ハーフ・クォーターはスタート地点（計測ポイント）を通過せずに競技に参加できません。スタート時刻に大きく遅れてコース途中から参加するこ
　 ともできません。
⑤ 参加者は事前にコンディションを整え、身体に異常の無いことを確認して参加してください。
⑥ 出場種目は１人１種目とします。
⑦ コースの都合上、ベビーカー、車椅子等での参加はできません。
⑧ 伴走者の方は事前に事務局まで連絡してください。
⑨ １８歳未満の参加者は保護者の同意（申込書に保護者の記名、押印）が必要です。
⑩ 大会当日の申し込みは受け付けません。
⑪ 手荷物預かり所を設けますが、貴重品の保管は各自の責任でお願いします。
⑫ 一度納入された参加費は原則として払い戻しを致しません。また、申込書等提出された書類もお返しできません事をご了承願います。
⑬ ペット等の預かりはできません。又、ペット等との並走もできません。
＊JRマキノ駅周辺の臨時駐車場をご利用ください。会場周辺の路上駐車があると、大会が中止になります。違法駐車は絶対にやめてください。

交通MAP高島市マキノ町MAP大会情報

申　込　方　法

車、電車でお越しの方へ

●昨年参加者数…… 2,123名

　　　 　  のいずれからお申し込み頂けます。

●昨年優勝タイム

●距離表示…………… 1km毎
●給 水 所…………… ハーフ ５カ所  クォーター ３カ所
●駐 車 場……………JRマキノ駅周辺に臨時駐車場を設置

●シャトルバス………JRマキノ駅～会場内を送迎
　　　　　　　　　　臨時駐車場（トクデン㈱）～会場内を送迎

ハーフ

クォーター

山地　伸哉さん 男子：1時間 12分 11秒
小田　恵梨さん 女子：1時間 22分 37秒
岡本　　渉さん 男子：　　　 35 分 35秒
高橋　佑子さん 女子：　　　 42 分 25秒

※駐車場には限りがありますので、なるべく電車をご利用願います。

大会問い合わせ先
〒520-1592　滋賀県高島市新旭町北畑565

FAX.0740-25-8145

（高島市教育委員会市民スポーツ課内）

ＴＥＬ．0740-25-8560

「びわ湖高島栗マラソン実行委員会事務局」

（月～金 / 8:30～17:15）
大阪から

京都から

京都・大阪から

名古屋から

敦賀から

名古屋から

大阪

JR京都線・湖西線
（普通１１７分）

JR湖西線
（普通１１分） 北陸線

（普通３５分）
新幹線
（３０分）

名神

（３０分）

R161

（９０分）

R161

（３０分）

R303 R8 北陸・名神

（９０分）

（普通８分）

JR湖西線（普通８０分） JR北陸線・湖西線（普通２８分）

近江今津

京都

豊中Ｉ.Ｃ. 京都東Ｉ.Ｃ.

名古屋

敦賀

小牧Ｉ.Ｃ.

近江塩津

木ノ本Ｉ.Ｃ.

米原

マキノ

申込規約市内公民館情報 ※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。

１．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。
２．警報発令など天候による大会の開催、中止の判断は当
　　日午前６時 00 分に３～５時間後の天候を予想して判
　　断し決定します。中止になった場合は参加費の払い戻
　　しはおこないません。
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
　

　　保険の内容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
　　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。
10. 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。
11. 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。
12. 上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会要項に
　　則ります（齟齬がある場合は大会要項を優先します）。

個人情報の取り扱いについて
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。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、及び番組制作に係る取材等での連絡をさせていただくことがあ
ります。

ＢＡ C

Ｂ （インターネット・携帯サイトエントリー）

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、
　　4,001円以上 5.15％（税込）

https://runnet.jp/https://runnet.jp/ 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。

申込締切日／ 2019年８月30日（金）申込締切日／ 2019年８月30日（金）

▼携帯バーコード
①ハーフマラソンの部……………4,500円
②クォーターマラソンの部………3,500円・中学生 2,000円
③2km の部…………………………500円

※2kmをエントリーされる方の参加賞はありません。
　参加賞を希望される方は参加料1,500円となります。（ ）

 ≪統一≫　開館時間：9：00～ 22：00
　　　　 　休 館 日：祝日の翌日  
●マキノ公民館
　   高島市マキノ町蛭口 260-1　休館日：月曜日
●今津公民館
　　高島市今津町日置前 149-1　休館日：月曜日  
●新旭公民館
　　高島市新旭町旭 1-10-1　休館日：火曜日  
●朽木公民館
　　高島市朽木市場 792　休館日：月曜日  
●安曇川公民館
　　高島市安曇川町田中 89　休館日：火曜日  
●高島公民館
　　高島市勝野 670　休館日：月曜日  

Ａ 窓口受付

窓口での受付を希望の方は、別紙の申込用紙に必要事項を記入の上、
参加料を添え高島市内の公民館にお申込みください。

申込締切日／2019年８月23日（金）申込締切日／2019年８月23日（金）

C ふるさと納税（インターネット・専用サイト申込）※高島市外の方に限ります。

パソコンまたは携帯から下記のＵＲＬにアクセスし、専用ページより
お申込みください。先着100名様※対象とさせていただきますのでお申
し込みを希望される方はお急ぎください。   
※先着：ハーフマラソンの部…50名、クォーターマラソンの部…50名

申込締切日／2019年８月16日（金）申込締切日／2019年８月16日（金）

https://fururi.jp/news/0100.htmlhttps://fururi.jp/news/0100.html

チャリティーランナーを募集します！！

風景画のような並木道を走ろう! !風 景画のような並木道を走ろう! !風 景画のような並木道を走ろう! !
　自然に包まれた高島市で、2019 年もマラソン大会を開催いたします。
果樹園、メタセコイアの並木道を背景に、熱いドラマの扉が開きます。
お仲間お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

※　　については２㎞の部は申し込みできません。C


