開催のご案内・交通規制のお知らせ

スタート時間
10：00

男子50歳代・60歳以上
ゲストランナー：
弘山晴美さん、浅利純子さん

10：30

出走

男子40歳代
女子39歳以下・40歳以上
ゲストランナー：
岡本治子さん、市川良子さん

11：00

出走

男子30歳代・29歳以下
ゲストランナー： 招待選手：
加納由理さん、五郎谷 俊さん

出走

交通規制/9 : 50 ～12 : 00 国道 246号伊勢原交差点ほか
スポーツ
振興くじ
助成事業
大山登山マラソン大会実行委員会事務局
大会に関する
お問い合わせ先 伊勢原市田中348番地 伊勢原市保健福祉部スポーツ課内 ●0463-94-4711（内線6511~ 6513）

■主催／伊勢原市、伊勢原市教育委員会

■実施主体／大山登山マラソン大会実行委員会

■ランナーズチップにて記録計測

■後援／伊勢原市体育協会、伊勢原市陸上競技協会、伊勢原市スポーツ推進委員協議会、伊勢原市スポーツ少年団、
伊勢原市レクリエーション協会、地区（学区）体力づくり振興会、神奈川新聞社
■協力／伊勢原警察署、伊勢原交通安全協会、伊勢原市消防本部、企業庁厚木水道営業所、小田急電鉄㈱、日産自動車㈱、㈱ノーリツ、大山寺、
伊勢原高等学校、向上高等学校、伊志田高等学校、赤十字防災ボランティア地区リーダー連絡協議会、伊勢原鍼灸マッサージ師会、㈱横浜銀行、
㈱りそな銀行
■催物協力／大山阿夫利神社、伊勢原市商工会、伊勢原市観光協会、伊勢原市農業協同組合、伊勢原市菓子組合、吉川醸造㈱
（敬称略・順不同）
伊勢原市商店会連合会（竜神太鼓）、友和會（屋台ばやし）、柏木牧場

交通規制へのご協力とご声援のお願い
大山登山マラソン開催に伴い、交通規制等が行われます。
皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
また、当日は選手への暖かなご声援を重ねてお願いいたします。

☆コース（片道9.0 km の登りコース）
伊勢原駅北口→国道246号伊勢原交差点→〆引→大山旧道→阿夫利橋→階段参道→
女坂→大山寺→大山阿夫利神社下社

●国道246号横断（伊勢原交差点）に伴い、国道246号上下線 の通行規制が行われます。
３回に分けての発走により、各５分程度の規制となりますので、迂回などのご協力をお願
いします。
※時間帯については裏面スケジュールをご参照ください。
●スタート場所（伊勢原駅北口）～国道246号までの 中央通りについて、
車両進入規制が行われます。（3回のスタート前後）

大神宮

伊勢原小学校

スタート

コンビニ
シティプラザ

●伊勢原駅北口～大山ケーブルバ ス停（神奈中バス終点）までの信号規制や、選手通過
に伴う進行規制、車両一時停止などが行われます。
●選手の通過に伴い、大山街道旧道の通行規制を行います。
大山ケーブル行の神奈中バス は、上下線とも大山街道新道に迂回します。
区間：這子坂～大山小学校前（大山街道新道の臨時バス停に停まります）
時間：大山ケーブル行（伊勢原駅発）9時05分発～13時05分発
伊勢原駅行（大山ケーブル発）9時02分発～13時02分発

●こま参道～女坂～大山阿夫利神社下社までの選手通過に伴い、登山者への一時的な
通過規制などがあります。
● スタートする場所（伊勢原駅北口周辺）、 フィニッシュ地点（大山阿夫利神社下社周
辺）、関係する交通機関が、参加者や競技役員で大変混雑します。

ゲストランナー プロフィール
弘山

晴美

浅利

Harumi HIROYAMA

・1968年9月生まれ

・1969年9月生まれ

・徳島県出身

・秋田県出身

・国士舘大学卒

・県立花輪高等学校卒

・茨城県在住
・陸上歴
1996年
2000年
2004年
2006年

・秋田県在住
・陸上歴
1993年
1995年
1996年
1998年

アトランタオリンピック 5000ｍ 日本代表
シドニーオリンピック 10000ｍ 第20位
アテネオリンピック 10000ｍ 第18位
名古屋国際女子マラソン マラソン 優勝

・自己ベスト：

5000ｍ＝
10000ｍ＝
ハーフマラソン＝
マラソン＝

15分03秒67（元日本記録）
31分22秒72
１時間09分41秒
２時間22分56秒

岡本

世界陸上選手権大会（シュツットガルト） マラソン
東京国際女子マラソン マラソン 優勝
アトランタオリンピック マラソン 第17位
東京国際女子マラソン マラソン 優勝

・自己ベスト：

10000ｍ＝
マラソン＝

治子

良子

Yoshiko ICHIKAWA（現姓：辻）

・1974年8月生まれ

・1976年4月生まれ

・兵庫県出身

・山口県出身

・兵庫県須磨女子高等学校卒

・早稲田大学卒

・兵庫県在住

・兵庫県在住

・陸上歴
2001年 世界陸上選手権大会（エドモントン）5000ｍ 日本代表
10000ｍ 第9位
日本陸上競技選手権大会 5000ｍ/10000ｍ ２冠 優勝
2002年 大阪国際女子マラソン 第3位
2007年 名古屋国際女子マラソン 第6位

・陸上歴
1996年
2000年
2001年
2002年

アトランタオリンピック 5000ｍ 日本代表
シドニーオリンピック 5000m 日本代表
東京国際女子マラソン 第8位
釜山アジア競技大会 5000ｍ 第4位

・自己ベスト：
5000ｍ＝
10000ｍ＝
マラソン＝

15分23秒93
31分50秒39
２時間27分01秒

加納

5000ｍ＝
10000ｍ＝
ハーフマラソン＝
マラソン＝

由理

15分20秒53
31分44秒87
１時間08分18秒
２時間29分18秒

五郎谷
Yuri KANO

・1978年10月生まれ

・1993年3月31日生まれ

・兵庫県出身

・石川県出身

・立命館大学卒

・東洋大学卒

5000ｍ＝
10000ｍ＝
ハーフマラソン＝
マラソン＝

招待選手

・コモディイイダ陸上競技部所属

北海道マラソン 優勝
世界選手権大会（ベルリン）マラソン 第7位
名古屋国際女子マラソン 優勝
サロマ湖100kｍウルトラマラソン 優勝

・自己ベスト：

俊

Syun GOROTANI

・東京都在住
・陸上歴
2007年
2009年
2010年
2017年

優勝

32分25秒45
２時間26分10秒

市川

Haruko OKAMOTO

・自己ベスト：

純子

Junko ASARI （現姓：高橋）

15分21秒70
31分53秒07
１時間08分57秒
２時間24分27秒

・陸上歴
2016年
2016年
2016年
2017年

第92回箱根駅伝5区（区間3位）
第69回十和田八幡平全国駅伝5区（区間賞）
第69回富士登山競走大会5合目の部優勝(大会記録保持者)
第70回富士登山競走大会山頂コースの部優勝

遊学館高校（石川県）時代は全国レベルの大会で活躍。東洋大学時代は山のスペシャリスト
として第91回・92回の箱根駅伝5区を任される。
2016年には、第69回富士登山競走大会を34年ぶりの大会新記録で優勝、全国の実業団チーム
が多数出場する十和田八幡平全国駅伝では最終5区登りの14ｋｍコースで区間賞を獲得した。ま
た、今年度の第70回富士登山競争では山頂コースの部を優勝。将来はトレイルの世界で戦いた
いという夢をもった選手です。

大山登山マラソン大会・歓迎イベント

「竜神通り」が、皆さんをお待ちしております！！

駅前中央商店会

竜神通り歩行者天国

9：00～18：00

大会スケジュール
★選手受付（伊勢原小学校校庭）
開 始 7：20～（各部門共通）
終 了 8：30……男子50歳代、男子60歳以上
9：00……男子40歳代、女子39歳以下、女子40歳以上
9：30……男子30歳代、男子29歳以下

※各部門スタートの1時間30分前に受付終了
★開 会 式

9：00～ 9：20（伊勢原小学校校庭）

★スタート（伊勢原駅北口鳥居前）
①10：00 男子50歳代、男子60歳以上
ゲストランナー：弘山晴美さん、浅利純子さん
②10：30 男子40歳代、女子39歳以下、女子40歳以上
ゲストランナー：岡本治子さん、市川良子さん
③11：00 男子30歳代、男子29歳以下
ゲストランナー：加納由理さん 招待選手：五郎谷 俊さん
★各種模擬店等（伊勢原小学校校庭）
11：00 ～15：00
★表彰式（大山阿夫利神社下社）
①11：10頃 男子50歳代、男子60歳以上
②11：40頃 男子40歳代、女子39歳以下、女子40歳以上
③12：20頃 男子30歳代、男子29歳以下

祝 第 33 回大山登山マラソン
【特別協賛】

ご協賛者一覧（敬称略・順不同）

㈱アマダホールディングス

【協賛金提供】

日産自動車㈱、㈱オーイズミ
濱田精麦㈱、㈱鈴木油脂、東海体育指導㈱、ミズノ㈱
千代田工業㈱、㈲ガルスポーツ、㈱ノーリツ、㈱高井工務店、
市光工業㈱、㈱アイワプラニング、㈱トーシンホーム
㈱池田建設、伊勢原市商店会連合会、カサハラ印刷㈱、
㈱柏木牧場、㈱坂本組、山王総合㈱、㈱杉山土建、㈱田中工務店、大山観光電鉄㈱
㈱ジェイコムイースト、アズビル㈱、㈲レントオール平塚、テーエス瓦斯㈱、楽天会
伊勢原市観光協会、㈲二見電気商会、㈱磯崎絞製作所、
（福）大六福祉会、
（福）泉心会、㈲芝工芸社、㈱フォトクリエイト、
エース技研㈱、㈱厚木教材社、㈱ときわ堂、秋山興業㈱、㈲岡田工務店、㈲諸星モータース、㈱中村園、
㈲塩川自動車整備工場、㈲マイティースポーツ、㈲スポーツショップアイリス、向上高等学校、㈱くりはら、㈱中和工建、
豊建設㈱、阿夫利園、とがくし会、伊勢原土地㈱、㈲サクセス、駅前中央商店会竜神通り、
㈲オール・カマー、㈱カナケン、越水行政書士事務所、㈲ヤハギ電器販売、龍屋物産㈱、㈲北相材木店、㈲花小代、
㈲足立工務店、吉野太税理士事務所、居酒屋 鳩、㈱ノジマ教材、㈲タック、㈲伊勢原ときわ堂、
スマイルゼミ寺子屋、比々多神社、（福）大原福祉会、㈲松商、椿原接骨院・鍼灸院、㈲山中園、はぎわら歯科医院、
㈲アート・エス、㈲下山建設、㈲丸興商会、㈲山本園、桂花楼、山口工業所、米谷豆腐店、㈲熊沢米店

【賞品、サービス等提供】

大山阿夫利神社、神奈川中央交通㈱、大山観光電鉄㈱、伊勢原市観光協会、
大山先導師会旅館組合、伊勢原市農業協同組合、ミズノ㈱、㈱アールビーズ、
大塚製薬㈱、東海体育指導㈱、龍屋物産㈱、楽天会
多くの皆様にご協賛いただきありがとうございます。

