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第7回「富士山マラソン」参加のご案内
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【主催】日刊スポーツ新聞社／富士河口湖町／山梨陸上競技協会／一般財団法人アールビーズスポーツ財団　【共催】日本知的障害者陸上競技連盟　【後援】朝日新聞社／山梨県／山梨県教育

委員会／山梨県体育協会／富士河口湖町教育委員会／富士河口湖町体育協会／（一社）富士河口湖町観光連盟　【主管】山梨陸上競技協会　【協賛】ゼビオ株式会社／フジパン／

サトウ製薬／ IMSグループ／アサヒ緑健／ザムスト／ジェイバード／フォトクリエイト／日本ハム／富士山国際観光協会　【オフィシャルサプライヤー】日本バナナ輸入組合　【協力】健康科学大学／

山梨学院大学スポーツ科学部／山梨縣髙等學校應援連盟　【姉妹提携・協力マラソン】オーストラリア・メルボルンマラソン／ドイツ・ベルリンマラソン

①第2・3期、当日エントリー者 受付（～19：00）
② ②荷物預け開始（～8：45 フルマラソン、

　　～９：００ チャリティファンラン）※時間厳守

第1期エントリー（9月30日までにお申し込みの方）は、大会当日の受付はございません。
ナンバーカードとランナーズチップ（フルマラソンのみ）は忘れずに必ずお持ちください。

※第2・3期エントリーの方は24、25日に会場にてナンバーカード、ランナーズチップをお渡しします。

※ナンバーカード（1,500円）、ランナーズチップ（1,500円）

①第2・3期、当日エントリー者 受付（～8：00）

③



フィニッシュ

四季の宿
「富士山」

チャリティファンランスタートフィニッシュまで
◯ランフォトブース

湖翠苑

てんぷら
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ゲストハウス
富士乃蔵

からの新宿駅 横浜駅

富士急トラベル
アクセスツアー
富士急トラベル
アクセスツアー

便利な日帰りバスツアー！日帰りバスツアー！帰帰

大会当日朝に新宿駅・横浜駅から河口湖駅へ行く直行バスです。
駅から会場まで歩いて10分！ツアー参加者専用の更衣室、荷物預か
り所もご用意しています！

着替え/トイレ



●指定の7店舗のお土産屋が更衣室です。
●各お土産屋の常設トイレおよび仮設トイレ
を、メイン会場周辺に計約300ヶ所ご用意し
ています。スタート直前の仮設トイレは特に
混みあいますので、お早めの準備をお願いいたします。

↙河口湖駅

「荷物預け袋」に、ナンバーカードについている荷札を切りとりしっかりと袋の口にむすんでから、
ご自身のナンバーと一致する荷物預かり所にお預けください。

荷札

↙河口湖駅
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健康チェック

7：00～16：00

7：00～8：45

利用時間

フルマラソンメイン会場（河口湖畔船津・平浜エリア）

インスタ

インスタ

５ 11.8 2.2 6.6
6 13.5 -2.6 5.4
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必ずナンバーカード
を持参してください。

走る前の健康チェック
24日（土）11時から16時30分（予定）に、ステージ横健
康チェックブースにて、出走前のランナーの皆様の健康
チェックを行っています。完走に向けて、血管や肺の状
態を調べたり、ストレスチェックで走る前の注意点を
お伝え致します。また皆様に是非取り組んでいただき
たいのが、セルフ健康チェック。事故を防ぐためにも、
ご自身で一度体調を確認してみましょう。

荷物を預かるテントに0～9のナンバーがついています。ご自身
のナンバーカードの末尾のテントに荷物を置いてください。
出入口ではナンバーカードを確認いたします。
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5時間以上5時間未満

行為

ナンバーカードに書かれたブロック（アルファベット）に、8：30までに整列してください。

インスタ
防寒衣類回収箱

医務本部
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●ランナーズチップで記録計測を行います。

24 25

※ランナーズチップをシューズに正しく装着されずに走った
り、途中で紛失した方は、記録は取れません。

F

防寒衣類回収
・スタートまでの寒さ対策として各ブロックに整列中も    
 不要なセーターやジャンパー等の衣類を着用できます。

・衣類や事前に回収場所に入れていただくか、競技ス
タートの号砲後に所定の回収場所に入れてください。

・回収した衣類は、リユース・リサイクルしますので返却 
 できません。

・簡易ポンチョなどは衣類回収場所ではなくゴミ箱へ
 入れてください。

防寒衣類回収場所
A～Fブロックのランナー用

NEW



山梨縣髙等學校應援連盟が昨年同様、富士山マラソン名物地獄の上り坂で約
4時間の熱血応援パフォーマンスを繰り広げる。富士山マラソンで特に難所と言
われるハーフ付近の地獄の上り坂で、その迫力ある応援により、昨年は多くのラン
ナーを後押しした。
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冨士御室
浅間神社
駐車場

ランナーズチップは持ち帰り可能です。

リタイヤした場合は、フィニッシュエリ
ア（フィニッシュライン）を通過せず、コ
ースアウトしてください。

※2017年大会では第1関門の距離表示が500mズレていたために関門で足切りと
　なるトラブルがありました。フルマラソンに向けて事前にトレーニングを積み、
　楽しみにされていた方々に深くお詫びいたします。
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フィニッシュ後

昨年から！年代別が５歳刻みになりました！

完走コーナー
（とん汁サービス 他）

〈男子〉
マラソン男子24歳以下、25歳以上5歳刻み、
マラソン男子70歳以上

〈女子〉
マラソン女子24歳以下、25歳以上5歳刻み、
マラソン女子70歳以上

インスタ

表彰

陸連登録の部、一般の部をあわせた総合の部、上位1名の
男女をそれぞれ海外姉妹提携マラソンにご招待します。
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45

完走証



ドギーパーク駐車場

徒歩

E系統

（開門 5：00）

事前お申し込みをされた方のみ

鐘突堂駐車場

ドギーパーク駐車場

●ドギーパーク駐車場
〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津宇剣丸尾6663-1
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●鐘突堂駐車場
〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津4233-1

鐘突堂駐車場

お申し込み お申し込み

違法駐車は

レッカー移動

されます。

ご注意ください。
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※鐘突堂駐車・河口湖南中学校
駐車場を除く各駐車場から
会場周辺まで随時シャトル
バスを運行します。

※鐘突堂駐車・河口湖南中学校
駐車場からは徒歩で移動を
お願いします。



フィニッシュ

スタートフィニッシュ

（チャリティファンラン・スタートフィニッシュ地点）

第2・3期、当日エントリー受付（フルマラソン メイン会場）

お楽しみ抽選会
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・第2・３期、当日エントリー受付

フィニッシュ地点）
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冨士御室浅間神社
駐車場

冨士御室浅間神社
駐車場



特急成田エクスプレス41号

は全車指定席です。

特急富士山ビュー特急12号

特急富士山ビュー特急8号

ホリデー快速富士山

特急富士山マラソン号

快速(JR)

快速(富士急行）

快速
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.jp/

http://update.runnet.jp/2018fujisan/

http://update.runnet.jp/m_2018fujisan/



㈱アールビーズ　西東京・山梨事業所内

m-fujisan@runners.co.jp

.jp/

LINE
@qav6174n @mtfujimarathon
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11月24日 13：00-19：00
11月25日   6：00-16：00

#fuji42
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マラソンのコース上、フィニッシュでカメラマンが撮影したランナーの写真が、そのまま
速報完走証に！

「　　　　　　（ランフォトプラス）」＝当日写真入り完走証（速報）を
会場にて作成できます。（無料）

富士山マラソン特製ランフォト＋完走証
●第7回富士山マラソン（フルマラソン
の部）を完走された方は、スマート
フォンの簡単な操作で記録証を作
成、ブースにてプリントできます。

ランフォト＋の詳細はこちら
https://runnet.jp/runphoto/runphoto_plus/
富士山マラソンでのランフォト＋写真入り完走証は、特別仕様です。同じ
フィニッシュ会場でMCC特製フォトスタンドが購入できます。

ランフォト＋ ブースでプリント
●ランフォト＋完走証ブースは、フィ
ニッシュ会場の、荷物預けテントの
手前にあります。（P7参照）完走後
手荷物を受け取った後、スマホ操作
で写真入り完走証作成を行い、印
刷用QRコードを画面に表示した状
態で、ブースにお越しください。そ
の場でプリントができます。

●撮影の状況等で、選択できる写真が限られるなど、ご期待に沿えない場合がある

ことを、予めご了解ください。また、ご自身やお友だちがスマホで撮った写真もラン

フォト＋完走証に使うことができます。詳しくはブーススタッフにお尋ねください。

●写真選択、ランフォト＋完走証作成、プリントは大会終了後、後日PCから行うこと

もできます。

　PCからの記録証サイトアクセスはこちらから

　https://runphoto.runnet.jp/

　index.html?event_id=000000000176693

●ランフォト＋完走証に掲載されているタイムは速報値です。正式な記録、順位は

後日RUNNETからダウンロードできる「ランフォトWeb記録証（写真入り）」をご

覧ください。大会終了後１週間程度でRUNNETから入手できます。

スマホで写真を選んで作成
●ランフォト＋完走証作成にはスマー
トフォンが必要です。作成は、スマ
ホの専用サイトで行います。（ゼッ
ケンナンバーと生年月日での認
証が必要となります）こちらのQR
コードのURLを予めスマホのお
気に入り登録しておいてください。（サイトは大会当日にな
らないと操作ができません）

スマホでのランフォト＋完走証作成方法はこちら
https://runnet.jp/runphoto/runphoto_plus/operation.html

※完走証のデザインは変更することが
　あります。

0555-72-4911
03-5771-7903

サンプルサンプル


