第８回
全国司法書士マラソン大会
～開催のご案内～
大会テーマ

――――――――――参加大会――――――――――
『第１１回森下広一杯八頭町マラソン大会』
平成２８年１０月１０日（月・祝）
――――――――――――――――――――――――

前回大会の写真

写真（第７回全国司法書士マラソン大会 in 滑川ほたるいかマラソンより）

主催：司法書士ランナーズ
後援：日本司法書士会連合会
日本司法書士会連合会中国ブロック会
鳥取県司法書士会
鳥取県青年司法書士会
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MAIL jimukyoku@s-runners.com
前日・当日の緊急連絡先 第８回全国司法書士マラソン大会実行委員会
大会実行委員長 金允基（鳥取県会）
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第 8 回司法書士マラソン大会開催のご案内
実行委員長

金

允

基

司法書士ランナーズメンバーのみなさま、こんにちは。
第 8 回司法書士マラソン大会実行委員長を務めることになりました鳥取会の金允基
と申します。このたびは、開催県である鳥取県会実行委員会を代表してご案内申し上
げます。
私自身過去司法書士マラソン大会に参加したのは３度ほどですが、そのどれもが素
晴らしい大会で、参加のたびに、「いつかは鳥取で開催できればな・・・」と思い続
けてきました。実は昨年 3 月に「全青司全国大会」を鳥取県で開催し、県内外から 300
名以上の司法書士の方々を招くことができ、大成功を収めることができました。その
成功体験を下に、昨年の全国司法書士マラソン富山大会にて立候補させていただきま
した。
今回は大会テーマとして「走・爽・創」を掲げました。実は今大会のレースコース
は、あのバルセロナオリンピック男子マラソン銀メダリストである森下広一選手が、
高校時代練習コースとしていたコースそのものです。多少の高低差はありますが、前
半に徐々に上り、後半に徐々に下るという、タイムが出やすいコースです。そのコー
スを参加者みなさまで「走」っていただき、「爽」やかに汗をかいていただきます。
また、ご存知の通り、鳥取県は全国人口最少県です。大会開催地である八頭町も人口
2 万人を割り、過疎化に悩まされています。そういった意味合いからも、参加者みな
さま方に、今大会を通じて、地方「創」生問題に関心を抱いていただければと思いま
す。
今大会は、3 連休中に開催されるということもあり、前日観光ツアーから前夜祭、
レース後の懇親会まで「フルコースメニュー」をご用意いたしました。その内容につ
いては、10 名を超える鳥取会実行委員メンバー一同が知恵を振り絞って企画立案した
もので、みなさま方の期待にこたえられるものだと自負しています。
一人でも多くの方にご参加いただき、私たちとともに、「走・爽・創」をより深く
体感・探求いただければ、実行委員長としてこれ以上の喜びはございません。

２

≪第８回全国司法書士マラソン大会の開催について≫
全国司法書士マラソン大会は、全国から同業のランニング愛好家が集ま
る貴重な機会です。全国の司法書士ランナーズ、これからランナーズにな
ろうとしている方も、マラソンを通して同業同士の親交を深めていただけ
れば幸いです。また、今年も恒例の『2 時間走』チームを結成して、皆様
のペースメーカー（キロ 5 分 30～40 秒）となります。2 時間切りを目
標としている方や大勢で楽しく走りたい方は、『2 時間走』チームにも是
非ご参加ください。
今年の参加大会は、来る１０月１０日「体育の日」
、鳥取県八頭郡
八頭町（鳥取市のお隣の町）で行われる、１９９２年バルセロナオリンピ
ック男子マラソン銀メダリスト森下広一さん（八頭町出身）の名前がつい
た、その名も『第１１回森下広一杯八頭町マラソン大会』です。
→概要は、５～６頁をご覧ください。
また、鳥取市近辺の有名観光地を巡るツアー、豪華とっとり土産
が当たるイベント（前夜祭）、ゲゲゲな○○に遇えるかも…な懇親
会の企画もしております！
→概要は、７～９頁をご覧ください。
都市部からは、意外とアクセスのよい鳥取市に、是非おいでください！

３

≪ 全体スケジュール ≫
大会前日：平成 28 年 10 月 9 日（日）
・14：30 頃…観光ツアー鳥取駅出発（※）
観光ツアー鳥取空港出発（※）
・17：10 頃…観光ツアー終了、鳥取駅到着
・19：00…前夜祭開始予定
・21：00…前夜祭終了予定

大会当日：平成 28 年 10 月１０日（月・祝）
・8：00 前…鳥取駅南口に集合
・8：00…バス出発（参加大会会場行き）
・8：20…参加大会会場に到着
ゼッケン引換え、着替え、トイレ休憩 等
・8：45…第 8 回全国司法書士マラソン大会開会式、写真撮影等
・9：40～順次…各種目スタート
《下記スタート時間は、昨年大会のものです。》
9：40
10：00
10：10
10：30
11：00

… ファミリーの部
… ハーフマラソンの部
… ３ｋｍの部
… ５ｋｍの部
… １０ｋｍの部

バス出発（懇親会会場行き）
懇親会会場に到着、入浴タイム
・14：30…懇親会開始
・16：30…懇親会終了予定
※交通機関のダイヤ改正等により、時間が多少ずれることがあります。
予めご了承ください。
４

≪第１１回森下広一杯八頭町マラソン大会の概要≫
◆日時：平成２８年１０月１０日（月・祝）雨天決行予定
鳥取駅南口⇔マラソン大会会場の送迎バスを用意しています。
★行きのバスは、鳥取駅南口を午前 8：00 に出発します。
ご利用の方は、当日出発時間までに鳥取駅南口に集合してください。
★帰りのバスは、懇親会場（対翠閣）への直行バスです。

◆場所：八頭町立船岡小学校グラウンド
◆コース：森下広一育成ロード（日本陸連公認船岡コース）
◆参加資格：小学４年生以上で完走できる健康な方（ファミリーの部以外）
※ファミリーの部は年齢制限はありませんが自力で走ることのできる方
※参加は、ファミリーの部を含め１人１種目
※ハーフマラソンは、男女とも 2 時間 30 分以内で完走できる方
※１０ｋｍは、男女とも１時間３０分以内で完走できる方
※その他詳しい参加資格は、６頁表をご確認ください。

◆参加料：一般２，０００円、小中高校生１，０００円
※ファミリーの部（2km）は無料、当日会場にて申込となります。

◆表彰：参加大会より、各部上位者の表彰、参加者全員に完走賞・参加
賞の進呈あり。ただしファミリーの部は参加賞のみ。
◆参加申込：司法書士ランナーズ事務局で一括エントリーします。
１0 頁をご覧のうえ、第 8 回全国司法書士マラソン大会へ
の参加をお申込ください。
◆傷害と補償：競走中発生した傷害については、参加大会において応急
処置を行いますが、その後の処置については一切の責任は
負いませんので、各自の責任において充分注意し参加して
ください。
５

◆注意事項とお願い
※当日午前 8：45 より開会式・注意事項の説明・集合写真撮影を行いますので、
青色の旗「司法書士ランナーズ」を目印にテントにお集まりください。
※各自、大会 10 日程前に郵送された参加引換券を受付に提示してゼッケンを受
け取ってください。引換券は当日忘れないようにご持参ください。
※着替えや荷物はテント内に置くことは可能ですが、貴重品をはじめとする私物
は自己責任において管理してください。
※各種目のスタート時間は下記表のとおり異なります。
※参加大会の最新情報が公表され次第（例年 7 月上旬）
、司法書士ランナーズの
メーリングリストでお知らせします。

◆各種目のスタート時間
種目
部

ハーフ
マラソン

1
2
3

１０ｋｍ

4
5

５ｋｍ

３ｋｍ

2ｋｍ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

《下記スタート時間は、昨年大会のものです。》

参加資格
一般男子（2 時間 30 分以内で完
走できる方）
一般女子（2 時間 30 分以内で完
走できる方）
15 歳以上 39 歳までの男子（１
時間 30 分以内で完走できる方）
40 歳以上の男子（１時間３０分
以内で完走できる方）
15 歳以上の女子（1 時間 30 分
以内で完走できる方）
中学生以上 39 歳までの男子

スタート時間

10：10 予定

11：00 予定

40 歳以上 49 歳までの男子
50 歳以上 59 歳までの男子
60 歳以上の男子

10：30 予定

中学生以上 39 歳までの女子
40 歳以上の女子
70 歳以上の男女
中学生以上 69 歳までの男子
中学生以上 69 歳までの女子

10：10 予定

小学生男子（4～6 年対象）

小学生女子（4～6 年対象）
制限なし（自力で走ることので
ﾌｧﾐﾘｰ
きる方）
６

9：40 予定

♨入浴タイム♨
天然温泉（地下 200ｍから湧き出す源泉、飲用可）に浸かって、マラソンで疲れ
た身体を癒しましょう。

◆日時：平成 28 年 10 月 10 日（月・祝）11：00 より順次
※到着された方から、順次ご入浴ください。
◆場所：対翠閣（たいすいかく） ※懇親会会場と同施設です。
鳥取市富安一丁目 84 番地 TEL 0857-24-8471
※シャンプー・リンス・石鹸・ドライヤー完備。
※フェイスタオルは無料レンタルあり。

※バスタオルはご持参ください。

≪ 表彰式＆懇親会の概要 ≫
◆日時：平成 28 年 10 月 10 日（月・祝）14：30 より 2 時間程度
※14：30 以前より入室可

◆場所：対翠閣（たいすいかく）１階和室大広間（最大 100 名収容可）
鳥取市富安一丁目 84 番地 TEL 0857-24-8471
◆会費：６，０００円
◆内容：マラソンの成績発表および表彰、写真撮影、懇親会を行います。
★お料理は、冷菜温菜 10 品をご用意しております。
※時期によって多少の変更がある場合があります。
◆お知らせ：★宿泊割引特典あり。
★懇親会終了後、鳥取空港発羽田行（最終便※）に間に合わ
せて送迎があります。ご利用の方は、懇親会前までにお申
し出ください。
※ 鳥取空港 18：35 発

⇒

７

羽田空港 19：55 着（平成２８年４月末現在）

≪ 前夜祭の概要 ≫
◆日時：平成 28 年 10 月 9 日（日）19：00 開始予定

◆場所：鳥取駅周辺を予定

◆会費：５，０００円程度

◆内容：マラソン前夜の懇親会を行います。
★豪華とっとり土産が当たるイベント実施予定！！（参加者限定）
何が当たるかは、当日までお楽しみに～(^▽^)

◆注意事項：マラソン当日は体調万全で臨むためにも、食べ過ぎ・飲みす
ぎには十分に気を付けましょう。

８

≪ 観光ツアーのご案内 ≫
『鳥取観光マイスターがご案内するタクシー観光地めぐり』
◆日時：平成 28 年 10 月 9 日（日）14：30 頃～17：10 頃まで(160 分程度)
※１０月９日に羽田空港１３：００発（予定）の便でお越しの方、及びその他
地域から９日昼過ぎにお越しになる方を対象に企画しています。

◆参加費：４，０００円程度を予定（現地で集金します。
）
※参加人数により変動するため、予めご了承ください。
※ジャンボタクシー代、美術館入館料、遊覧船乗船料を含みます。

◆内容：鳥取市公認の観光案内のプロフェッショナル「鳥取観光マイス
ター」に、雄大な鳥取砂丘と山陰海岸めぐり、鳥取城跡の案内
をしていただきながら、鳥取市近辺の観光地をジャンボタクシ
ーで周遊します。
≪周遊コース≫
鳥取駅発
14：30 頃
鳥取空港発
14：30 頃

観

光

鳥取砂丘
→砂の美術館
→山陰海岸遊覧船
→鳥取城跡(車窓)

鳥取駅
17：１0 頃

≪周遊観光地の紹介≫
鳥取砂丘…東西 16km・南北 2km、日本一の起伏量最高 92m を誇る海岸砂丘。
砂の美術館…世界初となる砂像彫刻のための展示施設で、世界トップクラスの砂像
彫刻家が作品を作り出している。第９期展示である今年のテーマは、
「砂で世界旅行・南米編～繁栄の記憶を留める奇蹟の新大陸を訪ねて～」
山陰松島…山陰海岸国立公園内で鳥取砂丘と隣接する浦富海岸は、日本海の荒波に
よる永年の地層侵蝕による断崖、絶壁、洞門、奇岩、岩礁が並び小島が
無数に散在している。
鳥取城跡…国指定史跡のひとつ。１６世紀半ばの天文年間より明治維新に至る久松
山を中心とした山城で、山頂部には中世期の城郭遺構である山上の丸、
山麓には慶長年間より明治に至るまでに整備された二の丸、天球丸、三
の丸などの遺構を残している。
９

≪ 参加申込方法 ≫
◆参加資格：全国単位会登録済の司法書士、その家族および補助者、
日司連および各単位会事務局職員
◆参加料：３，０００円（エントリー料）
※『第 11 回森下広一杯八頭町マラソン大会』の参加料、表彰式＆懇親会の
会費、前夜祭の会費、観光ツアーの参加費は別途。
※司法書士ランナーズ・オリジナルＴシャツは、マラソン大会当日ご着用い
ただき、司法書士の制度広報にご協力ください。お求めの方は、サイズ
（Ｓ・Ｍ・Ｌ・Ｏ）をお選びいただき、一着 2,000 円（送料無料）で配
送いたします。

◆参加募集期間：平成 28 年 7 月 1 日(金)～平成 28 年 7 月 31 日(日)
一次申込期限：平成 28 年 7 月 15 日まで
二次申込期限：平成 28 年 7 月 31 日まで
◆申込方法：参加申込書に必要事項を記載して、下記メールまたはＦＡ
Ｘで司法書士ランナーズ事務局（我妻宛）にお申込くださ
い。
また、エントリー料等は申込後５日以内に、参加申込書記
載の振込先までお振込みくださいますよう、よろしくお願
いします。
メール ：jimukyoku@s-runners.com
ＦＡＸ ：03-3835-9171
※参加募集期間以降の申込につきましては、参加大会『森下広一杯八頭
町マラソン大会』に各自でエントリー後、参加申込書を司法書士ラン
ナーズ事務局にお送りください。
※その他申込に関してご不明な点がありましたら、司法書士ランナーズ
事務局（我妻：TEL03‐5807‐2171）までご連絡ください。
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第 8 回全国司法書士マラソン大会 平成 28 年 10 月 10 日(月・祝)
一次申込期限 7 月 15 日まで、二次申込期限 7 月 31 日まで
申込先：司法書士ランナーズ事務局（我妻宛）メール：jimukyoku@s-runners.com ＦＡＸ：03-3835-9171

参加申込書
１．参加者
参加者氏名
生年月日
年齢(大会当日)
性別

参加資格

事務所
自

申込日 平成

該当する項目に☑してください。

宅

緊急連絡先
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
（会員必須）

フリガナ(

氏

年

月

日

)

名

昭・平
年
月
□司法書士→(所属
□家族 →司法書士氏名(
□補助者→司法書士氏名(
□日司連、事務局→(所属
住所〒

日生 (
)歳
会) (登録番号 第

住所〒

TEL／携帯電話

□男・□女
号)
)(所属
)(所属

会)
会)
)

TEL

TEL／携帯電話
□ML 登録済
(

@

２．申込内容 該当する項目に☑してください。

① 第８回全国司法書士マラソン大会 エントリー料ひとり￥３，０００
②

『第１１回森下
広一杯八頭
町マラソン大
会』

③

表彰式
＆懇親会

会費ひとり￥６，０００

□参加します □不参加です

④

前夜祭

会費ひとり￥５，０００

□参加します □不参加です

⑤

司法書士
ランナーズ
Ｔシャツ

承諾事項

参加費等
振込先

参加料ひとり￥２，０００（高校生以下はひとり￥1,000、2km は無料）
□ハーフ □10km □5km □3km □2km(ﾌｧﾐﾘｰの部,当日会場申込)

一着￥２，０００（送料無料）
□注文します→□S ｻｲｽﾞ( )枚 □M ｻｲｽﾞ( )枚 □L ｻｲｽﾞ( )枚 □O ｻｲｽﾞ( )枚
□注文しません
□私は、大会開催中に発生した事故については、自己責任とし、大会主催者に対して
一切迷惑をかけないことを誓います。
合計(①+②+③+④+⑤)
円を下記口座に振り込みます。
山陰合同銀行青谷支店
口座番号 普通 3629641
口座名義「全国司法書士マラソン大会実行委員会 会計 長谷川大之」
※申込後 5 日以内にお振込みいただきますよう、よろしくお願いします。
□参加します □不参加です

観光ツアー

※ツアー参加費は￥４，０００程度を予定していますが、参加人数により変動します。
また、現地で集金いたしますので、振込は不要です。

≪連絡事項≫
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)

鳥取市へのアクセス ※各自、ご準備ください。
○航空機利用の場合
（ANA約1時間15分）
羽田空港 →
○鉄道利用の場合
JR京都駅 →

→ 鳥取砂丘コナン空港 →

（連絡バス約20分）

JR鳥取駅

→

JR鳥取駅

→

JR鳥取駅
前BT

→

鳥取市内

（特急スーパーはくと約3時間）

JR新大阪駅

→

（特急スーパーはくと約2時間35分）

JR明石駅

→

（特急スーパーはくと約2時間05分）

JR姫路駅

→

（特急スーパーはくと約1時間40分）

JR広島駅

→

（新幹線のぞみ約40分）

→

→

JR岡山駅

→
（特急スーパーいなば約1時間45分）

→
JR博多駅 → （新幹線のぞみ約1時間50分） →
○高速バス利用の場合
約9時間15分（夜行）
→
東京
約2時間55分
→
大阪
約5時間30分
→
広島
約10時間15分（夜行）
→
福岡
○自動車利用の場合
中国自動車道 佐用JCTから鳥取自動車道経由 約2時間30分
→
大阪
中国自動車道 津山ICから国道53号経由 約3時間
→
岡山
国道9号経由 約2時間20分
→
松江

羽田空港から、1 時間 15 分!!!
あっという間に鳥取だぁ～～～
思っていたより近い＼(・∀・)／

羽田空港発着時刻
（平成２８年４月末現在）

東京⇒鳥取
出発
京都
広島
福岡

岡山
羽田空港
明石
姫路

新大阪

東京

特急スーパーはくとで、大阪から約 2 時間 30 分、
神戸から約 2 時間で到着だぁ～～～
思っていたより楽♪＼(＾∀＾)／

１２

到着

０６時４０分⇒０７時５５分
０９時４５分⇒１１時００分
１３時００分⇒１４時１５分
１６時４０分⇒１７時５５分
１９時１５分⇒２０時３０分

宿泊先リスト（鳥取駅周辺） ※各自、ご準備ください。
≪ホテル≫
◆ホテルニューオータニ鳥取（鳥取市今町 2-153、0857-23-1111）
◆鳥取ワシントンホテルプラザ（鳥取市東品治町 102、0857-27-8111）
◆ホテルモナーク鳥取（鳥取市永楽温泉町 403、0857-20-0101）
◆鳥取グリーンホテルモーリス（鳥取市今町 2-107、0857-22-2331）
◆ホテルレッシュ鳥取駅前（鳥取市栄町 752、0857-29-1111）
◆ホテルナショナル本館・新館（鳥取市永楽温泉町 159、0857-24-7511）
◆ホテルアルファーワン鳥取（鳥取市末広温泉町 759、0857-29-9188）
◆スーパーホテル鳥取駅北口（鳥取市今町 2-382、0857-36-9000）
◆スーパーホテル鳥取駅前（鳥取市扇町 5 番地、0857-22-9000）
◆東横ＩＮＮ鳥取駅南口（鳥取市富安 2-153-3、0857-36-1045）
◆アパホテル鳥取駅前（鳥取市富安 2-138-2、0857-27-8811）

≪旅館≫
◆観水庭こぜにや（鳥取市永楽温泉町 651、0857-23-3311）
◆温泉旅館丸茂（鳥取市永楽温泉町 458、0857-23-1311）
◆白兎会館（鳥取市末広温泉町 556、0857-23-1021）
◆対翠閣（鳥取市富安 1-84、0857-24-8471）…≪お得な情報≫あります。

≪お得な情報≫
懇親会場である「対翠閣」に宿泊される方
（懇親会参加不参加を問わず）
には、宿泊割引特典があります。
ただし、１部屋３～５名で宿泊した場合のみの特典です。
（通常）１泊朝食付き￥８，３００
（今回）
同上
￥６，２００
※ご予約時「司法書士ランナーズ」とお伝え下さい。
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