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ランナーズ ブック Ver.6

私たちの“いびがわマラソン”を

思いっきり楽しむために、

ランナーからランナーへ伝えたい

「いびがわ大好き本」第 6弾 !



 

   

大会案内を熟読して、まるごと楽しもう！ 
  大会前に届くのが大会案内。いびがわの大会案内は、分厚い冊子です♪ おもてなしの心で企画したアレコレをご覧いただき

ランナーの皆さんはもちろんのこと、ご家族やお友達も楽しんでいただける一日であればと願っています。 

冊子を見ながら、大会への気分も、盛り上げていってください。（☆は 2016 版で初めて掲載する内容です） 

 

★大好評、企業エイドがどんどん増えます 
昨年から、「企業エイド」が誕生しました。 

企業エイドでは、企業の皆さんがアイデアで、ランナーの喜ぶあれこれを提供してもらえます。今年は、さらに企業エ

イドが増えました。あなたは、どの企業の何が嬉しいですか？そんな声もお待ちしております。（特集ページあります） 

 

★ハイタッチを楽しもう！ 
 いびがわマラソンの大会名物ともいえる「ハイタッチ」いびっ子とふれあうチャンスです。 

初めは、勇気がいるかもだけど、手と手がふれあうだけで、元気がもらえますよ。 

子どもたちも、楽しみにしていて、中には、ハイタッチした人数を数えている子も（笑） 

 ※子どもたちには、走っているランナーに優しいタッチをとアドバイスしています！ 

 

★大自然を走りぬける、醍醐味、都会では味わえない爽快感。 
 紅葉が始まった山々と清流・揖斐川沿いをかけぬけるコースは、絶景と言われるポイント 

がいくつもあります。あなたは、どのポイントがお気に入りでしょう。 

カメラをもって走る人は、その風景をバックに写真を撮って、事務局まで届けてください！ 

いびがわらしい写真は、どんどんアップしていきます！ 

 

★ランナーの味方「手作り看板」 
 いびがわを走ったランナー、誰もが驚く、手作り看板のいろいろ。コースのほとんどが、山 

の中であるのに、寂しくなかったり、気力が保てたりするのは、この看板のパワーです。 

ランナーの皆さんが、ランナーならではの切り口で語りかける看板を一つひとつ楽しんで！ 

町じゅうのみんなで、あなたの頑張りを応援しています。 

 

★フライパンが鳴り響く…知ってます？ 

 29回目を迎えるいびがわの応援団には、名物と言われるほど人気のスポットや人がいます！ 

特に、フライパン応援は有名で、フルの 32ｋ付近でフライパンが鳴り響いています。代々引

き継がれるフライパン応援、もともと、小学生だったＫ君が家の近くを走るランナーを応援し

たいとはじめました。そして高校生になり、ランナーとして参加するようになった時、弟にそ

の役割を引き継ぎました。 

弟は、お兄ちゃんにかわり 10 年近くフライパン応援を続けました。そして、その彼も、一

昨年、高校生になり、ランナーとして出場。そこで、今度は大学生のお姉ちゃんが、弟やお兄ちゃんのフライパン応援

をひきついだのです。 

 このご家族、お父さんは第 1回から連続出場をされていて、いびがわマラソンは年に一度、全員が揃う大切な日でも

あるとのことです。ステキですね。フライパン応援のお話でした！ 

 

☆フライパン少年が、中学生の道徳の教本になりました！ 
 「伝えるよ！フライパンの音とともに」  

とても嬉しいことに、いびがわマラソンで有名なフライパン 

をたたく少年の話が、道徳の教科書に採用されました。 

中学生に、郷土の良さをしって、主体的に関わろうとする気 

持ちを深めるねらいがあるそうです。やったあ♪ 

※日本文京出版 中学校道徳 【新あすを生きる】岐阜県版 

  

★名物犬タロー 

コースの８ｋ地点付近で、応援するタロー！ 試走の時も、大会当日も、尻尾をふって大喜び

でランナーを迎えていました。タローは、今年で 1９歳。人の年齢に換算すると 100 歳近いと

のことです。タローの飼い主の方にお尋ねしたところ「最近は、目もみづらく、耳も聴こえにく

いようで、以前のようには動けないんです」とのことでした。お爺ちゃんになったタローですが、

今でもみんなの強い味方です。大会当日、タローに会えるかはわかりませんが、きっとタローは、

「みんなガンバレーーー」って応援していることでしょう！ 



☆町内の１４幼児園が作る「応援幕」 

 いびがわマラソンは、田舎の山の中を走るため、都会の大会とは違い寂しい場所もいっぱい

あります。そこで、そんな場所でもランナーに応援を送りたいという想いから、幼児園のみん

ながつくった応援幕を掲示しています。応援幕にかかれたメッセージは、永年ボランティアと

して支える先生方の想いのこもった言葉です。コース上はもとより、更衣室にも掲示していま

すので、ぜひ、お近くでご覧ください。 

特に、コース 5キロ地点のきたがた幼児園の応援幕は、ランナー全員を元気よく送り出した

いと、ランナーが見上げる場所に掲示。保護者の皆さんが、朝早くから頑張っているので、 

そんなことも想像しつつ、ご覧ください！ 

 

 

 

 
★参加するからには、しっかり練習を・・・そして完走しよう！ 

マラソンを走るには、十分な準備が必要ですね。特に、いびがわは、高低差が 127ｍ 

と大変厳しいため、上りや下りの走り方も練習の中に入れていますか？ 

また、練習内容を吟味し、できれば、あらかじめ試走することも大切です。 

練習は苦しいものですが、練習は、あなたを裏切りません！スタートラインにたった時 

自信に満ち溢れている自分を想像してみてください！いびがわであなたの夢を叶えてくだ

さい。 

 

★いかに「他ごとを考えるか」 
今、何キロ？ あと何キロ？ タイムはどうなの？・・・と考えているとめいってしま 

います。そして、何より楽しむ余裕もありません。ゴールしたら大好きな「ビールが飲め

る」「焼肉をいっぱい、たべるぞ」「ケーキをご褒美に」など、楽しいことを考えている

と思いのほか気が楽になり、気が付けば 10 キロすぎていたなんてこともあります。 

 

☆上りでは、私は小猿小猿…下りでは、小石小石…をイメージして走る 

高橋尚子ランニングクリニックでは、スペシャルアドバイザーのＱちゃんから 

いびがわを無理なく走るコツとして、Ｑちゃん式アップダウン走「上りは、小猿 

下りは、小石」作戦を教えてもらいました。Ｑちゃんは、大きなレースの時も、 

小猿や小石をイメージしてレースを走ったそうです、いびがわは何度も坂道が 

やってきますので試してみてください！ 

 

★苦しくなったら「周りの人に声かけ」を 

疲れがでてきた！ 息があらくなってきた！ 

こんな時は、思いきって周りのランナー、応援する人に声をかけてみよう。 

「つらいですね～、でも頑張ってゴールまで、行きましょう」 

「応援ありがとう、パワーがでてきましたよ」など不思議と緊張がとれてきますよ。 

  

★ありがとうの気持ちがフォームづくり 
 沿道のたくさんの応援に応えるためにも、常に「ありがとう！」と頭をさげれば、走りに大切な前傾姿勢がたもて 

自然と良いフォームになりますよ！とベテランランナーの声。 

 朝早くから、ランナーを支えるボランティアは、1,800 名をこえます。応援する人やボランティアの皆さんにも、 

感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょう。お互いの心が通じあうと、より楽しいレースになること間違いなし！ 

 

☆今年の完走タオルは、こちら！！！ 
 今年の完走タオルは、かっこいいよ！昨年から色も 3色になり、上質な 

ものにアップしました。制限時間以内に完走した人だけに贈られるタオル 

です！みんなに自慢して、大切に使ってください。 

 ゴールでは、中学生が心をこめて、肩にかけてくれますよ。 

 

☆70 歳を超えるフルのランナーは、61 名 
 仕事をリタイアしてから、ランニングをはじめる方も多いマラソン。 

             今年の最高齢者は 83歳で、80 歳以上のエントリーは、8 名いらっしゃ

います。皆さん、日ごろから、トレーニングなさって、この日を楽しみにされています。笑顔でゴールされるよ

う、お待ちしております！ 

 



地域交流センター内

では、飲食ができませ

ん。トイレや更衣室とし

てご利用ください！ 

 

 

 
★更衣室は、着がえる場所です！ 

いつも、ランナーの声で多いのが更衣室 

問題！４年連続で雨ということもありご迷惑

をかけています。 

いびがわは、小さな町ですので、大きな 

施設や陸上競技場のような広いスペースもありません。できる範囲で仮設のテン

トやトイレを準備しています。 

男子更衣室の中に、女性が入ったり、その逆も、マナー違反です。また、前日からシートをひいたり、集団で大きな

スペースを確保したりすることも、ご遠慮ください。みんなで、気持ちよく使えるよう、ご理解とご協力をお願いいた

します。 

 

フリースペースがふえしました 

メイン会場のアーチをくぐった所のテントは、フリースペースです、また、美濃茶流通センターの管理棟も同じくで

す、ご家族や仲間でお越しの方は、ご利用ください。 

  

地域交流センターが昨年、完成しました 

昨年、新しい施設がオープンしました！飲食は出来ませんので、お気を付けください。1階が女性、2 階が男性スペ

ースです。トイレも多く、気持ちよく使ってもらえます。※2 階に女性が入場することは出来ません。 

 

★トイレ以外で、用をたすのはやめましょう 

 昨年から、地域交流センターもできあがり、常設トイレの数も増えました。 

事前に、会場図をじっくりみて、スタート前に、ストレスにならないよう準備をしましょう。 

コースは、大切なみんなの道路を使っています。自分の家の近くで、立ち小便をされて気 

持ちのいい人は、誰もいません。マナーを守って、誰もが気持ちよく走れる大会にしましょう。 

 

★道路いっぱいに広がって、走らない 

コースは、狭い場所もあります。特に、フルやハーフが一緒に走る区間はより狭く思うよ 

うに進めないこともあります。また、フルのトップランナーは、ハーフの中盤以降のランナ 

ーの中を勢いよく走りぬけるため大変危険です。 

グループでおしゃべりに夢中になって、道路いっぱいに広がり、速いランナーの妨げにな 

ったりすることがないよう注意しましょう。 
 

☆決められた場所で 

決められた場所に、車をとめてシャトルバスを利用しましょう。会場周辺の道路にとめたり 

近隣の方の宅地内に駐車したりすることは許されません。 

この写真は、昨年、ランナーの方が撮ってもらえた写真です。マナー違反の車が大変多いのが、 

いびがわの課題です。事務局としては、マナーを守ることをお願いするしかないのが実情です。 

気持ちよく走るためにも、いびがわをよりよい大会にするためにも、お互いに声をかけあって 

いきませんか？ランナーの皆さんのお力をかしてください。 

また、ウォーミングアップの場所は、少しはなれますが健康広場となります。 

シャトルバスの運行の妨げになりますので、道路上のアップは禁止されています。 

 

★ランナーがランナーをサポート！ランナー同士、大いに声をかけよう 

 大応援団の声援に応えるのも大切ですが、同じ目的で集まったランナーです。 

ランナー同士も、声をかけ合い、親交を深めてください。体調が思わしくない方、息が 

はずんでいる方などをみかけたら、「大丈夫ですか？」などの声をかけあってください。 

もしもの場合を未然に防ぐことができるかもしれません。 

 

★コース上では、ごみを捨てないで！ 

コース上でのごみのポイ捨ては、立小便同様、みんなを不快にさせます。もしポイ捨てして 

いるランナーを見かけたら注意してください。また、紙コップも決められた場所に捨てるよう、 

心くばりも大事ですね。大勢の皆さんでつくりあげる大会だからこそ、ひとり一人が意識し、 

気持ち良いゴールをめざしましょう。 

 

 



☆あなたのブロックは、間違っていませんか？ 

 スタートブロックは、申告タイムによって設定されています。エントリー時に、虚偽の申告がないようお願いしまし

た。走力順に並ぶことで、スタート時の転倒や事故を未然に防ぐためです。昨年の申告タイムと完走記録を一部、照ら

し合わせてみたところ、申告タイムを大幅に早くされている方が目立ちました（当日、体調が悪かったのかもしれませ

んが）特に、仲間で参加されている方は、集団でスタートするために、一定の時間を申告するという話もあります。 

大勢の人が一斉にスタートしますので、5 キロぐらいまでは、なかなか進むことができないかもしれません、皆さん

が、ストレスを感じることなく、出発できるよう、ご協力をお願いします。もし、申告タイムを間違えて記載されたか

たは、当日、後ろのブロックからスタートすることは可能です。 

 
 

 

 
 

★道路をピカピカにして、迎えます  
大自然の中を走るいびがわマラソンですが、道路に石や落ち葉がないのは、どうして 

でしょう？それは、何日も前から、草を刈ったり、落ち葉を掃いたりして、ピカピカに 

してランナーの皆さんを迎えているからです。 

 特に、大会当日も早朝から、コースにでて、大勢の皆さんが最後の仕上げで清掃され 

ていることをお伝えしておきましょう。 
 

★子どもらのアイデア応援 

 沿道では、大勢の子どもが応援し続けます。全国から集まるランナーを「どう 

やって応援するといいんだろう？」「どうやって声をかけるといいの？」「ハイ 

タッチはしてくれるのかな？」子どもたちは、この日を楽しみにしています。 

そしてペットボトルで応援棒を作ったり、大きな幕を作ったり、太鼓をたたい 

たりと、アイデア応援で迎えます。 

余裕がある方は、ぜひ声をかけたりハイタッチをしたりして、子どもらとの繋が 

りも楽しんでみてはいかがでしょう。 
 

★29 年連続でボランティア 

ボランティアとして、大会を支えている皆さんは、1,800 名余り。体調を整え、大会当日を迎えるボランティアの 

皆さん、本当に頭が下がります。感謝の気持ちを声に出して伝えてみてはいかがでしょう。「ありがとう」「また、く

るよ」「助かったよ」心と心が繋がるっていいですよね。 

 

★実は・・・会場周辺の皆さんから苦情が多く入っています。 

ここ数年、会場付近に路上駐車や宅地に無断で車を置く方がいます。町の皆さんは、町をあげて、ランナーの皆さん 

を気持ちよくおもてなししたいと願っています。少数の心ないランナーの行為で、そんな町の皆さんの思いが閉ざされ

ることがないよう、マナーを守って大会に参加してください。 

 

☆秋になると、コースにエイドステーションが誕生 
 ９月に入り、涼しくなると、いびがわのコースでは、試走にいらっしゃる方が増えて 

きます。特に 10月に入ると、1 日に 200人をこえる方が試走されています。そんな中 

コースの６Ｋ付近にある(株)ヤマモトさんでは、ランナーにむけて、写真のようなエイド 

を提供してもらっています。ランナーの皆さんに、大変人気で、感謝の声が事務局にも寄 

せられています。ヤマモト様、ありがとうございます。 

 

☆ラン婚でカップル続々誕生 

 ４年目を迎える【ラン婚】、男女各 10名が大会にむけて、毎月マラソン教室＆婚活 

タイムを楽しんでいます。同じ目標にむかっていることもあり、20 名みんなの仲間の輪も 

深まっていきます。 

そして、そして、この春、ラン婚でカップルになった 3組が、入籍しました！ 

入籍届を提出する際に、事務局をおとずれてくれた皆さん、この感動といったら言葉に 

なりません。ラン婚を支えてくださる地元ランナーの皆さんと、もっともっとラン婚の輪が 

そして、いびがわマラソンの輪が広まるよう、続けていきたいものです。 

※マラソンの街「揖斐川町」に嫁に来ないかーーー皆さん、ご応募くださいね 

 

☆ボランティアスタッフのポケットに注目！ 

 いびがわマラソンで、ボランティアの皆さんが着ているジャンパー。じっくり見た事ありますか？全員が、ランナー

の皆さんへのメッセージを書いています。ひとり一人が、心をこめて書いています、ぜひ、ご覧ください。なお、裏面

には、緊急時の連絡先が書かれていて、いざという時にも活躍しています。 



 

    
 

★靴ひもは余裕をもたせよう 
レースは長丁場。足も長時間により、むくみ、腫れてきます。靴ひもをしっかりと結ぶ 

と痛くなるのは当然です。余裕を持たせ「ゆるいかな」と感じるくらいが「ちょうど良く」 

痛みも抑えられます。 
 

★シューズに防水スプレーを 

ほとんどのシューズがメッシュタイプなので、防水スプレーをかけても意味のないことは当然ですが、ようは「気 

持ちの問題」靴に防水処理がしてあるのだ！と言い聞かせることができます。 

 

★「携行食」を持っていこう 

 フル・ハーフともに、10 時過ぎのスタートで、どうしてもお腹がすく時間帯をまたぎます。 

「腹が減っては、戦ができぬ」の言葉通り、走る気力がなくなってきては、リタイアの危険性 

もあります。飴、キャラメル等、簡単に携行できるものをポケットに忍ばせておこう。 
 

★ペースアドバイザーの皆さんと 

いびがわマラソンには、心強い「ペースアドバイザー」の方が、初心者の皆さんと一緒に走っていただけます。地元 

ランナーを中心に総勢 22 名。コースを熟知した方が、優しくアドバイスいただけます。ペースアドバイザーは、目標

タイムがついたベストを着用し、遠くからもわかるように、風船を高く、掲げています。特に、完走めざして走るランナ

ーの皆さんは、一緒に走ってはいかがでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★公共交通機関を利用しよう 

ＪＲ大垣駅から、養老鉄道に乗り換え、揖斐駅までお越しください。昨年の乗車状況 

からいくと、大垣発７時 26 分過ぎると、乗車率が 100％をこえ、200％を超える電車 

もありました。一度に大勢のランナーが降りると、シャトルバスも混雑していきます。 

7 時 26 分前の電車でお越しいただけることをおすすめします。      

 

★渋滞をさけるために 

今年も、一万人をこえるランナーがやってきます。指定駐車場には、約 3000 台が駐車できます 

揖斐川の右岸堤防道路からは、駐車場への誘導を実施しており、こちらにしたがって進むと、各駐 

車場に到着します。Ｒ４１７に突き当たるまで、堤防道路を進むと、渋滞が激しく、車がなかなか 

動かなくなります。 
特に、午前 8 時を過ぎると、揖斐駅から会場までのＲ４１７は、毎年、渋滞します。 

渋滞をさけるには、皆さんのご協力が一番です。ひとり一人が、予定より 1 時間早く、余裕をもっ 

て、揖斐川町へお越しいただけること、会場付近（粕川橋や岡島橋を渡って町内に入る）には、車 

で近付かないことをお願いします。 

 

★会場まで、車で送迎しないで！ 

 メイン会場付近は、シャトルバスが集まってきますので、大変混雑します。車で送迎したり、指定駐車場に向かうの

に、メイン会場付近の国道 417 号や 303号を通過しようとしたりすると、渋滞がおきて、シャトルバスが動かなくな

りますので、ご遠慮ください。 

 

【フル・ペースアドバイザー１１名】 

５時間 30 分 渡辺 正明さん  細野 道秋さん  細野 浩司さん  棚橋 祐三さん  岡安 卓男さん 

丹羽眞寿美さん  窪田 真以さん  山田 江里さん   佐藤千恵美さん  村上ゆかりさん    

   森  秀樹さん   

 

【ハーフ・ペースアドバイザー１１名】 

3 時間    橋本 孝市さん  河瀬九十九さん  衣斐 功一さん  山口 哲司さん 

河瀬 洋子さん  高橋 尚子さん(ゲストではありません) 伊藤 一弘さん 

五十川則恵さん  堤 佳代子さん  杉野みどりさん 

2 時間    揖斐祐治さん（箱根駅伝で活躍された揖斐選手です！岐阜経済大学監督） 



 

 

  

①会場配置がかなり変わっています 

 地域交流センターが完成し、隣にあった中央公民館がＪＡとなり、更衣室だった 

ホールは解体されました、ですから、メイン会場の配置が随分変わっています。 

会場図をご覧いただき、当日の動線も確認すると安心です。また、仲間で参加されたり、家族で待ち合わせしたりする

際も、レース後の集合場所など、目印を決めておくとわかりやすいでしょう。 

 

②今年もＡＥＤ講習を 6 回にわけて、約 600 名の方に実施、さらに医療従事者の方を募集 

 いびがわマラソンでは、より安心して走れる大会をめざし、ランナーやボランティアの方を対象にＡＥＤ講習を実施

しました。いびがわ応援団（医療への個人協賛）のご協賛金で、講習キットを 100セット購入しています。 

 大会前日に、ＡＥＤ講習を受講されたランナーの方には、サポートランナーのステッカーを貼って走ってもらいます。

さらに、受付時に医療従事者の皆さんでご協力いただける方を募集、救護サポートランナーとして、同じくステッカー

をお渡しします、より安心な大会をめざし、皆さんのご理解とご協力をお願いします。 
 

③ポットキャスト(ネットラジオ)が大人気に 
 『おしえて金コーチ』をネットラジオとして楽しむこともできます！スマートフォンのポッドキャスト(インターネッ
トラジオ)でダウンロードしておけば、圏外でも、いつでもどこでも何度でも、気軽に金コーチと優ちゃんのアドバイス
が聞けます！音楽を聴きながら走る方、ぜひ『おしえて金コーチ』を聞きながら走ってみてはいかがですか？ 
 

④思いきって、全員にカッパプレゼント(笑) 先手必勝？雨対策ではありません、寒さ対策ですよ 

 4 年連続の雨で、いよいよ「いびがわ=雨大会」のイメージが浸透したいびがわマラソン！ 

今年は、事前に全員にカッパを送付する決断をしました、表と裏(背中)がありますので、気を付けてご利用ください。 

事務局では、このカッパにいろいろな想いをこめています 

・緊急時のＡＥＤの利用方法も掲載し、いざという時に慌てないで行動してほしい。 

・雨対策ばかりでなく、寒さ対策もかねています、いびがわは山の中を走るため寒さ対策も必要。 

・こい色のカッパを着用されると、ナンバーがよめずに、お写真がさがせないので透明なものを。 

・他大会でも利用してもらい、いびがわの「雨大会の輪」を広めてもらえれば(笑) 

 

 

 

☆来年は、30 回の記念大会を迎えます 

 昨今のマラソンブームや地域創生の流れから、全国各地でマラソン大会が次々と誕生してい

ます。特に 11 月は、新規の大規模な大会が多く開催され、いびがわマラソンとしては、エン

トリーいただけるのだろうかと、とても心配をしていました。 

 いびがわは、人口 22,000 人ほどの小さな町です。更衣室や待機場所として、大きな建物も

なく、コースも広い道路ではなく、山沿いの細い道を利用しています。アクセスも決していい

とは言えませんし、宿泊できる場所も少ないのが現状です。 

しかしながら、美しい自然とランナーの皆さんを町じゅうのみんなでおもてなししたいという熱い想いは強く、いび

がわらしい大会を心がけたいと思っています。 

 来年は、いよいよ 30回の記念大会を迎えます。 

今からいびがわを楽しみにしてくださる皆さんの期待を裏切らない、いえ、いい意味で裏切れるような大会をめざし

て記憶に残る大会を創り上げていきますので、引き続きお願いします。 

 

☆アンケートにご協力を！ 

 いびがわマラソンは、ランナーの皆さんの声を大切にし、次の大会を創り上げていきます。大会当日、配付するアン

ケートに、ご自身が参加されて気付いたことを届けてください。この声が、いびがわを育てる大切な肥やしになると考

えています。 

 

 

☆フェイスブックやってます 

 いびがわマラソンの「フェイスブック」に、“いいね”をお願いします 

ただ今、2,595件のいいねをいただいています、こちらに大会からのメッセージや案内を発信し

ていきますので、皆さんからのコメントもお待ちしています。 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業エイド
いびがわマラソンを応援したい、そんな企業の皆さんが「企業エイド」をコース上に設置してもらえます
エイドの内容は、おまかせメニューです。皆さん、ランナーの声を集めて、アイデアエイドが並びます。
どんな企業エイドが待っているか、お楽しみに！



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

だいしんは 炭酸飲料で
ランナーのみなさんを応援します！

炭酸飲料は疲労回復に効果があることが

科学的に証明されています

完走目指して
頑張って

下さい！！

ＯＫＢエイド　（フル20キロ地点） だいしん炭酸ステーション （帰り川口橋手前）

ＪＡいび川　　（ゴール）  しょうしん山盛りゼリーエイド （フル２７キロ地点）



NHK『ラン×スマ』のコンビによる、いびがわマラソンを完走するためのインターネットプログラム！
中村優さんが、Skypeで皆さんから集まった質問を金コーチへ直接お聞きします！

 

おしえて！金コーチ

▲オリンピック解説のためリオデジャネイロに滞在された
　金コーチともSkypeで収録しました！

すべて無料！

　『金コーチのマラソン教室』に参加したくても定員からもれてしまった人、遠方で参加できない人、休日がお仕事の方など、
参加できなくて残念…との声からはじまったインターネットプログラム“おしえて！金コーチ”!
　いびがわマラソンスペシャルコーチの金哲彦さんに寄せられた質問に、金コーチが直々にYouTubeによるビデオメッセー
ジとして答えていただけます。
　また昨年から音源のみのネットラジオ(ポッドキャスト)化もはかり、スマートフォンで、いつでも、どこでも、何度でも、気軽に
楽しめるようになりました。
　今年は、ゲストランナーの中村優さんもSkypeで参加！皆さんから集まった質問を、優ちゃんから金コーチへ直接お聞き
します！
　月1回の更新を予定しており、過去のプログラムも利用できます。ぜひお聞きください！

動画コンテンツ　　 音声コンテンツ

【現在配信中の内容】　
2016第4回 10月『緊急時の対応と、その予防について』
2016第3回  9月『タイムアップのためのトレーニングについて』
2016第2回  8月『ランニングフォームについて』
2016第1回  7月『靴などの選び方とモチベーション維持のコツについて』
　※金コーチ+優ちゃん+いびがわマラソン事務局でSkype収録
2015第5回 11月『大会直前の心構えや気を付けたいこと』
2015第4回 10月『いびがわマラソンならではのアップダウン対策、ペース配分』
2015第3回  9月『身に付けたいテクニックについて』
2015第2回  8月『ケガや持病がある際のトレーニングについて』
2015第1回  7月『暑い夏場のトレーニングと雨天時のトレーニングについて』
　※金コーチ+いびがわマラソン事務局でSkype収録

スマートフォンのポッドキャスト(インターネットラジオ)でダウンロードすれば、

練習中や大会当日に走る際はもちろん、通勤などの運転中や電車の中で、

圏外でも好きな時間に、好きな場所で、何度でも気軽に楽しむことができます。

Androidの方
　「Podcast」アプリを検索していただいて、好きなアプリをご利用してください。
　(使用方法はそれぞれのアプリによって違います。)
　また、下記サイトからも聞くことができます。
　　http://ibigawamarathon.seesaa.net/
　ぜひ、ポッドキャストをご活用ください。

≪スマートフォンでの視聴方法≫
iPhoneの方
　初めからインストールされいてるポッドキャストアプリが便利です。
　　http://www.apple.com/jp/itunes/podcasts/
　アプリ内で「マラソン」「いびがわ」などで検索していただければ、
　『いびがわマラソンポッドキャスト～おしえて金コーチ』が出てきますので、
　ダウンロードしてください。※「購読」ボタンを押してください。無料です。

走るとき、音楽ばかり聞き続けて飽きることはありませんか？

『いびがわマラソンポッドキャスト～おしえて金コーチ』を聞きながらトレーニング！

繰り返し聞いて、アドバイスを身に付けよう！

▲今年は中村優さんにもお手伝いいただき、
　さらにグレードアップしました！

スタッフ
オススメ



NHK『ラン×スマ』のコンビが復活！
いびがわマラソンスペシャルコーチの金哲彦さんによる毎年大盛況の前日イベント『ランニングミーティング』に

今年は、ゲストランナーの中村優さんにもおこしいただきます！『ラン×スマ』ファン必見！

 

　“金コーチ＆優ちゃんのランニングミーティング”

◆日　時 11月12日(土)　13:30～15:30
   ※教室終了後、金コーチのサイン会
  　(金コーチの本を販売します。16時まで本の購入者を対象にサイン会を実施します。)

◆場　所 メイン会場『揖斐川町地域交流センター“はなもも”　大ホール』　(揖斐川町上南方27-7)

◆駐車場 メイン会場周辺駐車場　※大会準備のため混雑しており、駐車台数に限りがあります。

  揖斐川健康広場　※シャトルバスをご利用ください。

◆シャトルバス 養老鉄道『揖斐駅』～メイン会場　※電車発車時刻に合わせ、随時運行

　　  揖斐川健康広場～メイン会場　※乗客数に合わせ、随時運行

◆持ち物 ランニングシューズ、ウェア、タオル、給水

▲昨年のようすより

　いびがわマラソンスペシャルコーチである金哲彦さんの全面的な協力を得て、『いびがわ
マラソンを完走するための全5回のオリジナルプログラム』として実施しています“金コーチの
マラソン教室”。
　毎年最終日は、教室参加者以外の方も金コーチから直接アドバイスを受けることができる
“参加型トークイベント”として大盛況です。
　10回目を迎える今年は、ゲストランナーの中村優さんにも参加してさらにグレードアップ！
　NHK『ラン×スマ』のコンビが、いびがわマラソンのためだけに復活します！

皆さんで、完走目指して、がんばりましょう！

いびがわマラソン
スペシャルコーチ

金哲彦さん

いびがわマラソン前日企画１

参加無料、申込無料

いびがわマラソン2016
ゲストランナー

中村優さん



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

き     り     と     り 

救護サポートランナー講習会申込書 

氏 名  

種  目 フル  ハーフ 

ナンバーカード  

連絡先  

 

 

 

 

日にち◆１１月１２日（土） 

と き◆午前 1１時～12 時まで 

ところ◆揖斐川町中央公民館 大ホール 

内 容◆救命ドリルを使ってＡＥＤ講習を実施します 

駐車場◆揖斐総合庁舎 駐車場      

募集人数◆先着 100 名（キットに限りがありますので先着とさせてもらいます） 

申込み◆下記の申込書にて、ＦＡＸもしくは、メールにて受け付けます 

その他◆動きやすい服装でお越しください 

   ◆大会当日は、サポートランナーのステッカーをみえる位置につけて走ってください 

【お問い合わせ：いびがわマラソン事務局】 

ＦＡＸ 0585‐23‐0121  ＴＥＬ 0585-23-0117 

メール ibigawa-marathon@town.ibigawa.gifu.jp 

     

 

いびがわマラソンでは「より安心して走ってもらいたい」の想いで医療救護体制の充実をはかってきました。

昨年、いびがわ応援団（個人協賛）で救命ドリル１００個を購入し、ボランティア６００名を対象にＡＥＤ講習

を実施。今年もランナーの皆さんにもその輪を広げたいと、救護サポートランナーを募集します。 

大会前日に講習をうけ、ぜひ、サポートランナーとして大会を支えてください！ 

 

【新たなお願い】 

2016 清流マラソンでサポ

ートランナーの受講をされた

方や医療従事者の方も、対象

となります。 

総合案内でお申し出ください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日にち◆１１月１２日（土） 

と き◆午前 10時～12時頃まで 

ところ◆谷汲山華厳寺 

集合場所◆揖斐川町観光プラザ 谷汲山駐車場北端参道沿 

内 容◆集まったランナーで、谷汲観光ガイドの方のお話を 

聞きながら華厳寺で「完走祈願」をします 

    参道では、名物のみたらしや田楽に舌鼓も！ 

駐車場◆1台４00円       

     

 

「揖斐川町をもっと味わってほしい」 
前日受付や金コーチのマラソン教室 

とあわせてご利用ください  

 昨年は、６０名を越える方が参加し 

大変好評でした！  

揖斐川町谷汲には、西国第三十三番満願霊場の「谷汲山華厳寺」があります。谷汲さんの愛称でも有名なこの

お寺、年間 60万人が訪れる名所です。揖斐川町にお越しいただくこの機会に、ぜひお参りください。 

集まったランナーみんなで、完走を祈願し、ワイワイと大会に向けての話も弾むこと間違いありません。揖斐

川町の皆さんとのふれあいも楽しみましょう！ 

 

地元でも人気のお土産 名物みたらし団子    秋色御膳 

自分の痛い所に 

お札をはると 

いいんだって 



トップアスリートの栄養を管理する『食×RUN』のスペシャリスト『アスリートフードマイスターあゆみ』さんから
いびがわランナーのみなさんへ食のアドバイス！

いびがわマラソン2016にも出場されます！



試合前のコンディションチェック！

今ある力を最大限発揮する為に！

前日の夕食は主食(炭水化物)を多めにした

生ものや山盛りキャベツ、根菜類、揚げ物等、消化不良にな

りそうな食品は避けた

前日・当日はおかず少なめ、御飯しっかり！

朝食はレースの３～４時間前に済ませた(夕食同様の内容)

いつもの食べ慣れている食品を食べた

朝起きて一杯の水を飲んだ(内臓を起こす為、冷たい水で)

会場入りまでに500mlの水分補給をした

朝食とは別に補食を1.5時間前までに済ませた

 

準備はOKですか！？

足立 歩(あだち あゆみ)
  日本野菜ソムリエ協会認定
            アスリートフードマイスター
  NPO法人 わかばスポーツライフ専務理事

岐阜県岐阜市出身。アスリートの為の栄養講座や実業団

チームへの合宿帯同、選手としての競技経験を活かした

ランニングクリニックの開催等、『食×RUN』をテーマに

全国のランナーを笑顔でサポート中！(フルマラソン2:58:56)

「アスリートフードマイスターあゆみ」にて検索！

《アスリートの為のごはんブログ》にて日々の献立更新中！



2016.11.13

1. いびがわマラソンならではの楽しみ方
2. 練習の成果を発揮し、 完走タオルをもらおう
3. マナーって大事！
4. 知っていますか？
5. 初心者ランナーへの耳寄り情報
6. 渋滞を避けるために　 　　　etc…

“いびがわ” を知り尽くした先輩ランナーが贈る、 文字通りの 「いびがわ大好き本」


