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 「第5回白山白川郷ウルトラマラソン」にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。
この「参加のご案内」には、大会参加に関する大切な事項を記載させていただいております。大
会前には必ずご一読いただきますようお願い申し上げます。今大会が、選手の皆様にとって最高
の瞬間となるようスタッフ一丸となって尽力して参ります。是非楽しんで完走を目指して下さい。 

今大会からの変更点・ご注意事項

■マイカップ・マイボトル用スペシャルドリンクの提供
　世界遺産シリーズ・ジオパークシリーズ加入に伴い、マイカップ
及びマイボトルをお持ちになった方用スペシャルドリンクを提
供します。提供エイドはP.6をご確認ください。

■コース変更について
　前回大会からコースが変更になっております。
　各エイド、関門等の正式距離・時刻はP.6～7をご確認ください。

大会会場へのアクセス

9月9日（土）選手受付会場へのアクセス 【白川村側】道の駅　白川郷

【白山市側】白山市民交流センター

左記区間にて「事前申込制・有料」のアクセ
スバスを運行します。
お申し込みがまだお済でない方は、東武トッ
プツアーズ（株）TEL:03-5348-2733まで
お早めにお問い合わせください。前日、当日
のお申し込みは承れない場合がありますの
でご注意ください。

下記記区間にてフィニッシュ時刻に合わせ無料シャトルバスを運行い
たします。

公共交通機関でお越しの方

受付時間に合わせ、
無料シャトルバスを運行します。

お車でお越しの方

お車でお越しの方

石川県白山市倉光
2丁目1番地
【カーナビ入力用】

岐阜県大野郡白川村
大字飯島411
【カーナビ入力用】

受付会場に駐車場をご用意
しております。
警備員の指示に従いご利
用ください。
翌日のフィニッシュ後まで
留め置きすることができま
すが、車中泊はお断りいた
します。

受付会場に駐車場をご用意
しております。
係員の指示に従いご利用く
ださい。
翌日のフィニッシュ後まで
留め置きすることができま
すが、車中泊はお断りいた
します。

公共交通機関でお越しの方

JR高山本線「高山」駅より白川郷行き高速バスにて約50分。
「飯島」バス停下車徒歩5分。
「白川郷バスターミナル」下車徒歩25分。

参加のご案内

JR松任駅

白山市役所　白山市民交流センター

9月10日（日）スタートへのアクセス（朝のみ）

9月10日（日）フィニッシュ後

お車でお越しの方
岐阜県大野郡白川村大字鳩谷　付近
【カーナビ入力用】
東海北陸自動車道「白川郷IC」から案
内看板に従ってお進みください。
スタート会場周辺は交通規制を行って
おります。ご協力をお願いいたします。

白山市　松任総合運動公園

JR松任駅

寺尾防災グラウンド 松任総合運動公園

寺尾防災グラウンド

パーク獅子吼

★

◆大会の開催・中止に関する発表は、下記の日程と方法で行います。

2017年9月8日（金）21：00
2017年9月9日（土）17：00
発表方法：大会公式ホームページ、大会公式フェイスブック
※荒天その他の理由により大会開催に影響が発生する場合、上記時刻に関わらずお知らせいたします。

大会実施に関して

12345
100km　START am5:00　桐山 和久 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0S O S

ナンバーカードに関して

　大会中はナンバーカードを胸と背中に1枚ずつ、よく見えるように付けてください。折り曲げたり、
切ったりせず装着してください。途中で着替える際は、ナンバーカードと計測タグの付け忘れに
ご注意ください。

　※視認できない場合、大会スタッフが走行を止め、確認させていただく場合がありますのでご了
承ください。

　リタイヤされる際は大会スタッフにご申告の上「胸に装着したナンバーカード」を外してください。

【ご注意ください！】ナンバーカード引換は、事前にお申込みいただいた受付会場でのみ引き換えが可能です。
選手受付会場・受付時間

【白山市側】　9月9日（土）11：00～19：00　白山市民交流センター（石川県白山市倉光2丁目1番地）
【白川村側】　9月9日（土）11：00～17：00　道の駅「白川郷」（岐阜県大野郡白川村大字飯島411）

選手受付に関すること

◆ナンバーカード・計測タグ・手荷物袋の受取
　該当するナンバーカード引換窓口にて、
　①ナンバーカード2枚、計測タグ・安全ピン・荷物シール（2枚）、
　②手荷物袋
　③コース上荷物袋
　をナンバーカード引換証と引き換えにお受け取りください。

　ナンバーカードに記載されているお名前に間違いがないか今一度
ご確認ください。

◆参加賞Ｔシャツの受取
　ナンバーカード引換時にお渡しします。受け取り忘れがないよう
ご注意ください。また、お申込みいただいたサイズの変更はでき
ません。あらかじめご了承ください。また、エントリー時に記載
がない場合は、男性はLサイズ、女性はMサイズをお渡しします。

◆ナンバーカード引換証の準備
　ナンバーカード引換証に記載の「誓約書」「健康チェックリスト」
を必ずお読みいただき、内容をご承諾のうえ署名しご参加くださ
い。

 
●大会当日のランナー受付（ナンバーカード引換え）は一切行いま
せん。必ず前日に受付を行ってください。

◆代理受付はお断りさせていただきます。また、委任状等の使用も
お断りさせていただきますので、必ずご自身で受付を行ってくだ
さい。

◆伴走が必要な場合（視覚障碍者、聴覚障碍者等）は、2名まで伴
走者ゼッケンを発行いたします。伴走者登録用紙を送付いたしま
すので、事前に大会事務局までご連絡ください。 （伴走者の参加
料は必要ありません）

　伴走者と選手は安全管理上「2人1組」として走行してください。
どちらかが走行不能となった場合、リタイア扱いとなりますので
予めご了承ください。走行の際は必ず伴走者ゼッケンを装着して
ください。ゼッケンが確認できない場合は走行を停止させていた
だく場合があります。

◆ナンバーカード引換証の紛失・持参忘れ等による再発行の場合に
は、再発行手続きを「総合案内」にて行います。

　なお、再発行には下記手数料が必要となります。

■再発行手数料

ナンバーカード引換券 ナンバーカード一式
（計測タグ含む） 計測タグ

200円 1,000円 500円

フィニッシュ後（11：00）から随時運行

昼12時から
おおよそ30分おきに運行

最終16：00

最終16：00 最終20：00

11：00から15分おきに運行

公式フェイスブック公式HP
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白川村・寺尾防災グラウンド（岐阜県大野郡白川村大字鳩谷　付近）
開場　9月10日（日）　AM3：00

会場周辺は、交通規制を実施します。係員、警備員の指示に従ってお越しください。

スタート会場・開場時間

◆着替えについて
・更衣室は準備しておりますが、混雑が予想されますので、　あら
かじめ着替えて来場されることをおすすめします。

・手荷物置場や、トイレの混雑が予想されますので、余裕を持って
会場へお越しください。

大会当日は、以下のものを忘れずにお持ちください。

◦ナンバーカード
◦計測タグ
◦手荷物袋（手荷物を預ける方のみ）

スタート
9月10日（日）AM5：00　100kmの部・70kmの部同時スタート

4時45分より、スタート式を行います。準備を済ませスタート位置に大会スタッフの指示に従って整列してください。
スタート制限時刻は、5時15分となります。この時間までにスタートラインを通過できなかった場合は、失格とさせていただきます。

計測タグに関して

　2枚の計測タグは必ず両足のシューズに1枚ずつしっかりと装着して
ください。正しく装着していない場合は、記録や順位が出ませんので、
スタート前には必ず装着確認を行ってください。装着方法につきまし
ては、受付時にお渡しするナンバーカードに同封されている装着説明
をご覧ください。その他、ご不明な点がございましたら「総合案内」
までお越しください。

◆計測タグについて
　計測タグは貸与品（レンタル）です。
フィニッシュ後は、「計測タグ回収場所」まで必ずお持ちください。
当日スタートされなかった場合は、後日事務局まで郵送にてご返送ください。

レース中
◆服装
　必ずナンバーカードが見える服装でご参加ください。
　視認できない場合、大会スタッフが走行を止め、確認させていた
だく場合がありますのでご了承ください。

　主催者が他の参加者等の迷惑になると判断した場合は、大会への
参加を認めず、レース開始後であっても走行を中止していただく
場合があります。良識をもって楽しく大会にご参加ください。

●当日は朝昼の寒暖差が激しく、また天候が急変する場合がありま
す。各自で雨・防寒対策を十分に行なってください。

◆走行
　大会中、スタート直後一部の区間を除き、交通規制をしておりま
せん。道路を横断する際や信号通過の際は車に気を付けて走行
してください。信号無視や不十分な左右確認は命に関わります。
必ず、道路交通法を遵守してください。

　なおコース誘導員の指示がある場合、その指示に従ってください。

◆距離表示
　距離表示は2.5kmごとと42.195km地点に表示し、残り5km地
点からは1kmごとに表示します。

　安全管理上、正確な位置から離れている場合があります。あらか
じめご了承ください。

◆トイレについて
　大会で用意した仮設トイレまたは常設トイレをご使用ください。
屋外での排泄行為は禁止です。違反した場合、失格とさせてい
ただくことがあります。詳しい場所については、P6「コース図」
をご確認ください。

◆緊急車両通行等へのご協力のお願い
　大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合緊急車両が通行
することがございます。

　その際は、大会スタッフの指示に従って緊急車両の通行を優先し
てください。

◆給水所について
　おおむね5km置きに給水所を設置いたします。
　本大会で設置する給水所以外での飲食に関しましては、一切の責
任を負いません。

　走行前、走行途中に関わらず、アルコールを摂取してのランニン
グは大変危険なためおやめください。

　給水所詳細はP6「コース図」をご覧ください。
◆救護体制
　各救護所では、救命処置を重視した体制で運営され、大会中の傷
害については応急処置のみ行います。それ以上の処置は原則行い
ません。また病傷病に関わる責任は負いかねますのであらかじめ
ご了承ください。

●救護所には家庭用常備薬（胃腸薬、感冒薬、湿布など）の用意は
ございません。

　また、コールドスプレー、消炎鎮痛剤等での処置は行いません。

◆関門
　大会運営上、関門閉鎖を行います。関門閉鎖後は走行を続けるこ
とができません。時間内に関門地点に到達した場合でも、関門閉
鎖後10分以内にスタートしない場合は失格となります。なお、
関門閉鎖前でもスタッフが明らかに関門時刻までに到達しない
と判断した場合、また、走行不可能と判断した場合は走行中止を
指示することがあります。原則、リタイアは各関門から会場行き
車両に乗車していただきます。

　各関門の閉鎖時刻はP6「コース図」をご確認ください。

◆関門以外の場所でのリタイヤ
　リタイアされる場合は次の関門まで歩いて行くか、エイドステー
ションもしくは最後尾から収容車両に乗車してください。関門地
点までお送りします。

　リタイア者は胸のナンバーカードを外し、会場行き車両にお乗り
ください。外したナンバーカードは会場荷物置場にてご提示くだ
さい。会場到着後、計測タグを回収コーナーにご返却ください。
早い段階でリタイアされた場合、荷物の返却まで長時間お待たせ
する可能性があります。予めご了承ください。

◆記録
　記録計測は出発合図（号砲）からフィニッシュまでの時間です。
また、約10kmごとにラップタイムを計測します。安全管理上、
ラップタイムの計測地点は正確な地点より前後している場合が
ありますので、予めご了承ください。

◆ランナーズアップデートサービス
ランナーズアップデートは、リアルタイムで記録を
インターネットで閲覧できるサービスです。URLを
入力または、右記のQRコードを読み込んでください。
なお、一部地点では通信環境が整わないため
アップデートされません。予めご了承ください。
http://runnet.jp

◆完走証・完走メダル
　制限時間内にフィニッシュされた方には、完走メダルと完走証を
贈呈します。

　大会後の対応はできません。必ずフィニッシュ直後にお受け取り
ください。なお、制限時間外ランナー（失格者）には発行しません。
完走証の印字は完走タイムのみとなります。確定版の大会結果
並びにラップタイムは、大会終了後約1ヶ月後に大会公式ホーム
ページに掲載予定です。

◆入賞・表彰
　各種目男女上位６名が入賞となります。
　各部門の１位～３位までの方は100kmフィニッシュ会場の「松
任総合運動公園」にて表彰式を行います。

　なお、４位～６位の方には表彰品の授与のみ行います。
　また、年代別表彰を行います。各種目上位３名が入賞対象となり
ます。表彰式は行わず、およそ１ヶ月後に賞状の送付を持って
表彰に代えさせていただきます。

◆マナーについて
　1.交通ルールを守りましょう

2列走行をせず、原則左側走行をしてください。コース誘導員
の指示に従って走行してください。

　2.ランナーマナーのよい大会にしましょう
地元の協力あっての大会です。エイドのコップは必ず設置し
てあるゴミ箱に捨ててください。

　※本大会は道路交通法を遵守して走行する大会です。信号機・　
コース誘導員の指示に従い走行することを遵守してください。

◆コース上での応援について
　コースの大部分は交通規制を行わない一般道路です。危険ですの
で自転車・バイク・自動車等での伴走、応援を禁止します。発見
した際はそのランナーを失格とし、走行を中止していただく場合
があります。

　近年、ランナーの応援と思われる自動車等がコース上を通行する
ことにより、近隣の皆様のご迷惑となっております。大会の存続
にも関わりますので、応援バス以外でのコース上の応援を自粛い
ただくよう、ご家族・ご友人へ呼びかけをお願いします。

●下記の点にご注意ください。
◆手荷物は必ずランナー受付の際にお渡しした手荷物袋に入れてください。この袋に入っていないものはお預かりできません。
　お忘れになっても、当日予備はありません。
◆預けた後は再度取り出すことができません（計測タグを間違って預けてしまっても同様です）。
◆手荷物は必ず1つにまとめてください。2つ以上の手荷物はお預かりできませんのでご注意ください。
◆中の荷物が飛び出さないように、手荷物を預ける際には袋の口をしっかり結んでください。

荷物預け
◆コース上着替え荷物預け
第12給水「綿が滝いこいの森」に着替え等を置くことが出来ます。前日
受付にお渡しする指定の袋（白）へ荷物を入れてください。
車両にて輸送するため、破損しやすいものは入れないようご注意くださ
い。破損した場合、責任は負いかねます。

①荷物袋に預けたい荷物を入れ、
コース荷物用の荷物シール

　100kmの部：青
　 70kmの部：赤

を荷物袋に貼ってください。

②コース荷物預けにて荷物を預けてください。
③コース荷物置場に到着したら、荷物置場テントにてナンバーカードを
スタッフへ提示してください。

④スタッフがナンバーカードの確認を行い、コース荷物をお渡しします。
⑤コース荷物を使用した後は、ご自身で輸送車両（会場行）にお預けく
ださい。

⑥レース後、会場荷物置場でナンバーカードを提示してください。
⑦スタッフがナンバーカードの確認を行い、コース荷物の返却を行いま
す。

◆会場荷物預け
会場荷物預かりはスタート会場の「寺尾防災グラウンド内」で行います。
開設は3時00分からを予定しています。
ナンバーカードに同封されている荷物シールを必ず指定の袋（透明）に
貼付けてください。
なお、やむを得ず袋に入らない荷物（バック等）をお預けの際は、指定の
袋と荷物が離れないようしっかり固定してください。
なお、荷物袋はおおよそ縦100cm、横90cmとなります。

貴重品、壊れやすいもの、動植物等はお預かりすることができません。
なお、紛失・破損の場合でも責任は負えませんので予めご了承ください。

①ナンバーカードに同封されている会場用の荷物シールを荷物袋に貼
りつけてください。
②荷物トラックに荷物をお預けください。
③レース後、荷物置場でナンバーカードをご提示ください。
④スタッフがナンバーカードの確認を行い、荷物の返却を行います。

100kmの部
預け場所：寺尾防災グラウンド
受付時間：3:30～4:45
返却場所：松任総合運動公園

70kmの部
預け場所：寺尾防災グラウンド
受付時間：3:00～4:45
返却場所：パーク獅子吼

100kmの部：白

70kmの部：白

ここに
貼る

ここに
貼る
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■ マイカップ・マイボトル
「ウルトラマラソン世界遺産シリーズ・ジオパークシリーズ」を通じて、環境に配慮する大会づくりを行ってい

きます。マイカップ化は大量のごみを少しでも減らすという環境を意識した活動であり、マイボトル化は「こ

まめな給水」ができ、ランナー自身の安全にも繋がります。たくさんのボランティアに支えられている負担を

すこしでも軽減し、地域に愛される大会を目指します。今大会では、寺尾防災グラウンド・白山林道石川管理

事務所・パーク獅子吼・石川ルーツ交流館にてマイボトル・マイカップ専用のスペシャルドリンクを提供します。

■本大会は、日本陸上競技連盟競技規則に準じて開催します。
■日本陸上競技連盟に認定されたコース、および認定された大会で
はありませんのであらかじめご了承ください。

■大会中の走行は原則、左側通行となります。道路交通法を遵守し
走行してくだい。なお、コース誘導員の指示がある場合にはその
指示に従って走行してください。

■荒天その他の理由により、大会を一時中断もしくは短縮・延期・
中止する場合があります。その場合でも参加料の返金等は一切行
いません。

■大会不参加、またいかなる理由があっても参加料及び参加に際し
かかった費用等の返金は一切行いません。

■お申込み時より住所が変更になっている場合は、大会事務局まで
ご連絡ください。

■レース出場に際しては十分なトレーニングを行い、事故の責任に
おいてレースに参加してください。

■体調が悪い場合は、決して無理せず出走を辞退してください。
　レース中でも体調に異常を感じたら、無理をせず、勇気をもって
棄権するよう心掛けてください。

■参加料には、大会規定のマラソン保険加入費が含まれています。
■大会参加中の死亡、傷害、事故について、見舞金が支給される場
合があります。大会終了後、大会事務局までご連絡ください。

■ご自身のごみはお持ち帰りください。給水所でのごみは分別して
指定のごみ箱へ捨ててください。

■会場エリア、コース上は全て禁煙です。
■政治的、宗教的な主張または広告宣伝等を目的とした行為は禁止
とします。

注意事項

■スタート会場およびフィニッシュ会場近辺では、周辺住民や施
　設へのご迷惑となりますので、違法駐車、野宿等は禁止します。
■携帯音楽プレーヤーなどを使用しながらの走行は、緊急車両の
　サイレンや放送が聞こえなくなる他、周囲の音が聞き取れず、
　他のランナーの迷惑となるばかりではなく、走行上大変危険で
　すので使用はお控えください。
■屋外での排泄行為は禁止です。大会で用意した仮設トイレや常
　設トイレをご使用ください。
■落し物、コース上荷物の保管は1ヶ月までとします。以降は破
　棄いたしますので、予めご了承ください。

【個人情報等の取り扱いについて】
（1）主催者及び共催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法
令等を順守し個人情報を取り扱います。なお、取得した個人情報
は、プログラム編成及び作成、記録発表、公式ホームページその
他大会運営及び必要な連絡等に利用します。

（2）本大会はテレビ放送及びインターネットで動画配信を行うこと
があります。

（3）大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、共催者及び
主催者・共催者が承認した第三者が大会運営及び宣伝等の目的で
大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新聞・
雑誌・インターネット等の媒体に掲載することがあります。

（4）大会の映像は主催者及び共催者の許可なく第三者がこれを使用
すること（インターネット上において画像や動画を配信すること
を含む）はお断りさせていただきます。使用したい場合は、大会
事務局までお問合わせください。

レース中、気温が最高30℃以上になることがあり、発汗量も増えま
す。レース中、最も注意したいのが脱水です。脱水とは、体内の水
分不足により発生します。また、単なる水分不足ではなく、「電解質
も同時に失われた状態」のことです。
脱水の初期症状は喉の渇き、頭痛、嘔気など様々です。身体のサイ
ンを見逃さないように気を付けましょう。また、症状が出た時は、
走行を中止するなど無理は避けましょう。

暑さ対策

～　対　策　～
・こまめな水分補給を行えるように、マイボトルを身に付ける。
・水分補給は水だけの補給ではなく、電解質が含まれるスポー
ツドリンク、塩、バナナを摂る。

・帽子、タオルを身に付ける。・睡眠をしっかり取る。

過去3年間の気象状況（気象庁調べ）

■ 岐阜白川（午前5時）

年度 降水量
（mm）

気温
（℃）

風速
（m/s） 風向

2016 0 17.1 0.8 西

2015 0 15.7 0.4 西

2014 0   9.4 1.1 南東

■ 白山河内（午前11時）

年度 降水量
（mm）

気温
（℃）

風速
（m/s） 風向

2016 0 24.6 2.8 西南西

2015 1 18.3 2.1 南

2014 0 23.7 1.3 北北西

■ 金沢（午後5時）

年度 降水量
（mm）

気温
（℃）

風速
（m/s） 風向

2016 0 26.6 6.2 東北東

2015 0 22.7 4.8 西南西

2014 0 23.3 3.8 北北西

【大会に関するお問い合わせ】
白山白川郷ウルトラマラソン大会事務局

〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷438
TEL：0120-846-024　Email：hakusan-shirakawago@r-wellness.com

営業時間：平日10：00～17：30（土・日・祝祭日は休業） 

【大会前当日のお問い合わせ】
TEL：090-4000-9066

※おかけ間違いのないようご注意ください
（9日10：00～18：00　10日2：00～21：00）

【オフィシャルツアーに関するお問い合わせ】
東武トップツアーズ（株）東京スポーツ事業部

TEL：03-5348-2733
Email：marathon@tobutoptour.co.jp

営業時間：平日9：00～18：00（土・日・祝祭日は休業）
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駐車場アクセス
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JR松任駅/フィニッシュ後白川村行き
シャトルバス乗り場

出入口

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

公園一般利用者専用駐車場

総合運動公園中

市役所口

総合運動公園

救護所

グルメ
フェア

駐車場

給　水

FINISH

更衣室トイレ 荷　物
返却所

◆70kmフィニッシュ会場　パーク獅子吼
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◆100km/70kmスタート会場　白川村・寺尾防災グラウンド
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◆コースマップ

フィニッシュ関門　15：00

フィニッシュ関門　19：00

第1関門
白山林道石川管理事務所

32.5km

10：00

第3関門
石川ルーツ交流館
100kmの部  85.1km

16：45

第2関門
パーク獅子吼

100kmの部  66.6km

14：30

100kmの部
70kmの部
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手取川の夕日

おもてなし食材
白山白川郷ウルトラマラソン名

物！

その他の食材と提供場所は、下記「エイド一覧」からご確認の上、食べすぎにはご注意ください！

大根おろしをかけたシンプルなうどん。かつて冠婚
葬祭の際には必ず出され「もうようござる」と手でふ
たをするか、お椀を隠すまでおかわりが注がれると
いう風習があります。

おろしうどん

白山麓の鳥越でつくられたもち米と、十勝産の小豆と砂糖だけ
で作られた素朴な和菓子です。自然な甘みのさらっとしたこし
餡は、いくつでも食べることができてしまうほどのおいしさです。

あんころ
地元産のそばの実を使ったそばソフトは風味もよく、
汗をかいたランナーののどと心をうるおします。 

そばソフト

親鸞聖人の遺徳を偲び、「恩に報いる講」として行われる法会
の後、ふるまわれる北陸の地に伝わる料理の一品です。

報恩講汁
ほう　おん　こう　じる

荒縄で縛っても崩れない堅い豆腐を販売している白川郷深山
豆腐店。そのおからと豆乳で作り上げた、ヘルシーな豆乳おか
らドーナツは、ふんわりとした食感です。

おからドーナツ

No, 100km 70km エイド名 水 スポドリ コーラ パン フルーツ 梅干し マイボトル おもてなし トイレ 救護所

S － 寺尾防災グラウンド 〇 〇 〇 〇 お粥・味噌汁 〇

1 4.5 寺尾駐車場 〇 〇

2 7.7 馬狩料金所 〇 〇 〇 飛騨牛乳 〇

3 13.7 蓮如茶屋 〇 〇 〇 〇 〇

4 19.0 とがの木台駐車場 〇 〇 コーンスープ・おからドーナツ 〇

5 23.4 国見山 〇 〇 〇

6 25.9 ふくべの大滝 〇 〇 そうめん・温泉炭酸水 〇

7 28.2 蛇谷園地 〇

8 32.5 白山林道石川管理事務所 〇 〇 〇 〇 おろしうどん 〇 〇

9 37.7 一里野温泉 〇 〇 堅豆腐煮しめ・報恩講汁 〇 〇

10 44.0 瀬戸 〇 〇

11 47.6 白山下サイクルステーション 〇 〇 〇

12 51.4 綿ヶ滝いこいの森 〇 〇 〇 〇 〇

13 56.2 バードハミング鳥越 〇 〇 〇

No, 100km 70km エイド名 水 スポドリ コーラ パン フルーツ 梅干し マイボトル おもてなし トイレ 救護所

14 61.0 瀬木野休憩所 〇 〇 〇 半堅豆腐・そばソフト 〇 〇

15 65.4 － 表参道駐車場 〇 〇 〇

16 66.6 70.0 パーク獅子吼 〇 〇 〇 〇 〇 糀きゅうり・甘酒 〇 〇

17 69.8 66.7 十八河原公園 〇 〇 〇

18 74.8 － 川北大橋 〇 〇 松任梨 〇

19 77.4 － 手取川簡易グラウンド 〇 〇 〇 〇

20 81.1 － 手取フィッシュランド 〇 〇 〇

21 85.1 － 石川ルーツ交流館 〇 〇 〇 〇 〇 ふぐの子そうめん・酒まんじゅう 〇 〇

22 88.2 － 鹿島臨海公園 〇 〇 〇

23 90.6 － 松任石川環境クリーンセンター 〇 〇 〇 〇

24 93.7 － 松任海浜公園 〇 〇

25 98.8 － 千代尼通り商店街 〇 〇 〇 あんころ

F 100 － 松任総合運動公園 〇 〇 〇 〇 〇

※状況により変更となる場合があります。


