
 

 

 

基本 目標 ：  ①市民とともに開催する大会 

②スポーツを活用した観光まちづくりを目指す大会 

③ふれあいのある大会 

④参加者及び市民の健康増進を図る 

主   催 ： えびの京町温泉マラソン大会実行委員会 

 

共   催 ： えびの市、えびの市教育委員会、えびの市観光協会、えびの市商工会、 

京町温泉旅館組合、えびの市スポーツ観光推進協議会、 

えびの市陸上競技協会、えびの市体育協会、えびの市スポーツ推進委員協議会、 

えびの市消防団、真幸ホットほっとクラブ、いい汗加久藤クラブ、いいの夢クラブ、 

えびの青年会議所、えびの市社会福祉協議会、えびの地区交通安全協会 

 

特別協賛  ： ゴールド工業、ＧＡＲＭＩＮJapan、ソラシドエア、南九州ファミリーマート、 

スーパースポーツゼビオ、 

 

協  賛    ： えびの市農業協同組合、(株)ファーマインド、稲尾リース(株)、宮崎交通(株)  

コーアツ工業（株）、明石酒造(株)、(株)丸正フーズ 

 

会場協力  ： コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱ 、グリンパークえびの 

 

補助助成   ：  心のふるさと寄附金事業 

 

支  援    ：  陸上自衛隊えびの駐屯地、社会医療法人緑泉会 米盛病院 

 

協  力  ： えびの警察署、えびの消防署、えびの市立病院、宮崎県立飯野高等学校 

 

後援予定  ： 宮崎県、公益財団法人みやざき観光コンベンション協会、えびの市議会、 

えびの市物産振興協会、えびの市自治会連合会、宮崎日日新聞、南日本新聞 

ＮＨＫ宮崎放送局、ＵＭＫテレビ宮崎、ＭＲＴ宮崎放送、エフエム宮崎、 

 

計測ｼｽﾃﾑ  ：  ネオシステム「J－CHIPタグ」 ※日本陸上競技連盟公認システム 

 

期   日 ： 平成３０年 ５月２０日（日）６時３０分～１３時００分 

 

会   場 ： えびの市 グリーンパークえびの・芝生広場（コカ･コーラ工場隣接） 

 

種   目 ： ハーフマラソン （高校生以上）、５km （高校生以上）、３km（中学生以上）、 

第第３３１１回回  ええびびのの京京町町温温泉泉ママララソソンン要要項項 

Eｂｉｎｏ Kｙｏｍａｃｈｉ Oｎｓｅｎ Mａｒａｔｈｏｎ  ｓｉｎｃｅ１９８６ 



 

３km親子（小学生と保護者）、１.５km（小学生のみ） 

スケジュール ： 前日受付     １３時３０分－ １７時００分（グリーンパークえびのコーク館前） 

当日受付      ６時３０分－ ８時２０分（シャトル６時３０分発～８時１５分迄） 

ゲスト紹介     ８時１５分－ 

開会式  競技説明会 ８時３０分－ ８時５０分 

競技スタート    ９時００分－ （３km） ※受付８時２０分迄。 

９時３０分－ （ハーフ） 

９時５０分－ （５km） 

９時５５分－ （１.５km） 

表彰式      １０時００分－ （３km、１.５km、１１時００分～５km他 

ふるまい開始   １０時３０分－  ※お楽しみ抽選会結果掲示１１時００分頃。 

１１時３０分－  ダッシュ選手権 

競技終了      １２時３５分－  閉会宣言 

 

参加資格  ： 独力で完走できる小学生以上の方。 

 

募集項目  ：  【ハーフ】［２９歳以下男女］［３０歳代男女］［４０歳代男女］ 

［５０歳代男女］［６０歳代男女］［７０歳以上男女］ 

［ユニファイド］ ※高校生以上 

※ハーフマラソンに出場の方は申込時に、完走予定タイムを記載ください。 

A.１時間３０分以内  B.1時間３０分～２時間 C.２時間～２時間３０分 D.２時間３０分以上 

 

【５km】［２９歳以下男女］［３０歳代男女］［４０歳代男女］ 

［５０歳代男女］［６０歳代男女］［７０歳以上男女］ 

[ユニファイド]  ※高校生以上 

 

【３km】［２９歳以下男女］［３０歳代男女］［４０歳代男女］ 

［５０歳代男女］［６０歳代男女］［７０歳以上男女］ 

［中学生男女］[ユニファイド] ※中学生以上 

 

【３km親子】［低学年･高学年］※保護者 1名と子供（小学生）３名までとする。 

 

【１.５km】［小学生１・２年男女、３・４年男女、５・６年男女］[ユニファイド] 

※ユニファイドとは、障がい者部門。必ず申込時に伴走の有無と伴走者のお名

前をご記載ください。伴走の方にはゼッケン及び食事が支給されます。 

 

【チーム対抗戦】※３名以上でチームを構成し、各人のカテゴリー順位に付与されるポイントと 

チーム人数ポイントの合計を競います。（結果はホームページで掲載し、副賞 

は後日郵送します）。 

※お申し込み時に参加にチェックを入れ統一したチーム名を記載ください 

［一 般］（男女や年齢を問わないチーム） 



 

［女 子］（全員が女子のチーム） 

【ボランティア】 ①［給水スタッフ：主にコース上の給水所でサポート］           

 

②［救護ランナー：大会にエントリーいただいた方の中で、医師 

又は看護師の資格を有する方を任意で募集し、ランナーとして 

参加いただきながら要救護者を発見した際に、応急対応いただ 

きます。］                            定員：２０名 

 

※①,②は大会ホームページで随時受付いたします。 

http://taikai.in/ebino/ 

※②は対応可能な方をに大会申込時にチェック欄に記載をいただき、 

レース中に要救護者を発見した時の対応のみをおねがいいたします。 

ドクターランナーにはナンバーカードに目印を入れさせていただきます。 

※ボランティア参加者には記念品を贈呈します。 

               

参 加 費：         ハーフ       ４，３００円 

５km      ３，２００円（高校生２，０００円） 

３km         ３，２００円（高校生２，０００円、中学生１，５００円） 

３km親子     ４，３００円 （親子は 1名増える毎に１，１００円加算） 

１.５km         １，５００円 （小学生のみ） 

チーム対抗参戦                ０円 

 

保  険： 保険は参加者全員に対し、下記の内容で傷害保険へ加入いたします。 

               死亡３００万円、入院３０００円、通院２０００円 

               熱中症、心筋梗塞対応型  

※上記内容以外は各自保険加入推奨いたします 

 

支  給  物： ナンバーカード(chip付)、大会プログラム、競技中の飲料、補給食、Ｔシャツ、 

お米（高校生以下は無し）、引換券（食事・温泉） 

 

表   彰 ： 各カテゴリー１～３位の男女  

※随時表彰。ハーフは総合表彰のみとなります。部門ごとの表彰対象は会場 

内掲示板に掲載しますので、ゼッケンまたは完走証をもって引換所にお越 

しください 

 

チーム対抗戦 ※当日の表彰式はありません。各部門（一般・女子） 

１位～３位の賞状を発行し、副賞とあわせて後日郵送いたします。 

 

 

 

 

http://taikai.in/ebino/


 

 

大 会 企画：①ゲスト招待          ※松竹芸能 森脇健児氏をゲストランナーに迎える 

②ＥＢＩＮＯｄｅ「ソラシド」  ※対象者 3組にソラシドエアー国内往復航空券プレゼント 

      ③ＥＢＩＮＯｄｅ「ガーミン」  ※ガーミンスポーツウォッチプレゼント 

      ④ＥＢＩＮＯｄｅ「ファミマ」  ※ファミマオリジナル商品プレゼント 

      ⑤ＥＢＩＮＯｄｅ「ゼビオ」   ※ゼビオ商品詰合せプレゼント 

      ⑥ダッシュ選手権        ※１００名を事前募集し、予選・決勝方式の３０ｍダッシュ 

選手権。応募多数の場合抽選にて当選発表。 

      ⑦ふるさと納税エントリー    ※地元企業とコラボにて大会参加チケット＋特産品を返礼 

品パックにしました 

      ➇農家民泊           ※農家民泊で「えびの市」を堪能していただきます。 

 

制 限 時間： 

［ハーフの部］ １２時３５分競技終了、エイドＢ（１６ｋｍ地点）を１１時５０分までに通過。 

［５km］    １０時３５分までにコカ･コーラ工場北入口を会場方面へ通過。 

［３km］     ９時２５分までにコカ･コーラ工場北入口を会場方面へ通過。 

［１.５km］   １０時００分までにコカ･コーラ工場北入口を会場方面へ通過。 

 

上記で通過出来ないランナーはリタイアとみなし、係りがゼッケンを回収いたします。係員の

指示に従い回収車または徒歩にて会場へお戻りください。 

 

競技環境：    ①ハーフ 

◇コカ･コーラ工場前スタート～西川北～京町～真幸駅付近～西川北～コカ･コーラ 

工場北口～会場 

②３kmと５km 

◇コカ･コーラ工場前スタート～各折り返し地点～コカ･コーラ工場北口～会場 

③１.５km 

◇コカ･コーラ工場前スタート～コカ･コーラ工場北口～会場 

④走路は交通規制しておりますが近隣住民へのご配慮・ご協力をお願いいたします。 

⑤ハーフと５kmはエイドステーションを約２.５km毎に設置し水・スポーツドリンク・補給

食をご用意します。その他の種目は、フィニッシュ後にドリンクコーナーを設置しており

ます。なお補給食は必要に応じて各自携帯下さい。補給食は会場内でも当日販売予定です 

 

注意事項：     ①貴重品や荷物預所を設置いたしますが、大会側では破損や紛失の責任は一切負いかねます。 

②大会当日は、応急手当以上の処置はいたしかねます。自己管理の上ご参加下さい。 

③車でご来場の際は、「指定駐車場」への駐車を厳守でおねがいいたします。 

④会場内については、コカ･コーラ社製品以外の飲み物の持ち込みはご遠慮下さい。 

⑤指定場所以外での「場所取り」や「更衣」は禁止いたします。 

⑥大会会場内への「ペットの同伴」はできません。 

⑦ハーフコースは約５ｋｍの登り坂があることを承知したうえでお申込みください。 

 



 

 

申込み締め切り 

平成３０年 ４月８日（日） 迄 

・郵便振替 ※４月６日（金） 消印有効 

・ネットエントリー ４月８日（日） ２３時５９分５９秒締切 

 

大会に関するお問い合わせ 

えびの京町温泉マラソン大会 事務局 

〒８８９-４２９２ 

 宮崎県えびの市大字栗下１２９２ えびの市役所 観光商工課内 

ＴＥＬ０９８４－３５－１１１４ 

 

エントリーに関する問い合わせ 

ＭＬＴsports 

ＴＥＬ:０７０－５４８６－３０８８  E-mail: ev@mlt.jpn.com 

※メールでお問い合わせの際は件名に必ず「えびの京町温泉マラソン」 

と記載して送信ください。 

大会公式ホームページ： http://taikai.in/ebino/ 

 

宿泊に関するお問い合わせ 

【ホテル・旅館】 

えびの市観光協会 

〒８８９-４２３４  

宮崎県えびの市大字永山 1006-1 

TEL: 0984-35-3838 FAX: 0984-35-2488  E-mail: info＠ebino-kankou.com 

 

【農家民泊】 

住所：〒886-0003宮崎県小林市堤 108-1 八幡原市民総合センター 

北きりしま田舎物語推進協議会 

公式ＨＰ http://www.kitakirishima.com/ 

ＴＥＬ  0984-22-3020 070-4766-3020 
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