
平成２８年１２月１３日 

 

平成２９年４月１６日（日） 三重県下最大規模のマラソン大会 

「志摩ロードパーティ ハーフマラソン２０１７」を開催  
 

近鉄では、志摩地域において、「健康」や「スポーツ」をテーマとした滞在型観光地の形成を目指しており、

志摩市で行われるスポーツイベントのプロモーションや情報発信を強化しています。 

伊勢志摩サミットが開催された志摩市では、来年も三重県下最大規模のマラソン大会「志摩ロードパーティ

ハーフマラソン２０１７」が開催されます。ついては、同実行委員会より別紙のとおり、大会詳細について報

道発表が行われましたので、お知らせします。 

大会開催に合わせて近鉄では、本大会のご参加に便利なツアーを実施します。ツアーでは、全席指定の専用

臨時列車「走りゃんせ号」を大阪および名古屋方面から運転します。 

近鉄では、さらに多くの皆様に、大会参加を通じて志摩の景観や美食に触れていただき、何度も訪れたい観

光地として、伊勢志摩の魅力を感じていただければと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「志摩ロードパーティ」走行コースの一部    専用臨時列車「走りゃんせ号」（イメージ）

広報部 



平成２８年１２月１３日 

志摩ロードパーティ実行委員会 

 

 

「志摩ロードパーティ ハーフマラソン２０１７」の開催について 
 

 

 

志摩ロードパーティ実行委員会では、「志摩ロードパーティ ハーフマラソン２０１７」を２０

１７年４月に開催いたします。 

 

伊勢志摩サミットの開催地となった志摩市では、今後拡大するリタイアメント層や健康志向の高

まりを背景に、「健康」や「スポーツ」をテーマとした滞在型リゾート地の形成を図るべく、本年

春「スポーツ観光都市」宣言を行い、様々なスポーツ観光事業を推進しています。本大会もその一

環として行うもので、志摩市民、行政、関係団体、民間企業が連携し、誰もが気軽に参加できる大

会の開催を通じ、集客交流の促進による同地域の認知度向上と地域振興を目指します。 

 

   ２０１７年は開催時期を例年の春４月の大会として、ハーフマラソン・１０ｋｍの部を復活。 

高低差１００ｍを超える名物の“激坂”を走り抜けるハードさや、潮風にふかれながらのシーサ

イドビュー、さらには田園や山道と次々に移り変わる風景美などにこだわったコースにて開催する

ほか、恒例となっている志摩スペイン村の一部園内を走ることができる仮装ＯＫのファンラン種目、

バリアフリー種目など、目的に応じ参加いただける種目を設定いたしました。 

マラソン大会を通じ、志摩地域の温泉、味覚、地域のおもてなしの心といった優れた魅力を大会

参加者に存分に体感いただき、再度訪れたい観光地としての魅力を発信・訴求してまいります。 

 

 

 

   

 

    

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 



「志摩ロードパーティ ハーフマラソン２０１７」大会概要 

 

■名  称   志摩ロードパーティ ハーフマラソン２０１７ 

 

■開催日程   ２０１７年４月１６日（日）雨天決行 

 開会式：9 時 40 分～ 閉会式：14 時 20 分～予定（16 時終了予定） 

  ＜関連イベント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

■募集期間   ２０１６年１１月１２日（土）～２０１７年３月６日（月） 

         ※近鉄駅営業所・郵便振替での申込は 12 月 13 日（火）から 2 月 28 日（火）まで。 

         ※インターネットでの申込は 3 月 6 日（月）まで。 

         ※募集定員を超えた場合は、締切前でも申込をお断りすることがあります。 

 

■メイン会場  志摩スペイン村 

 

■主  催   「志摩ロードパーティ２０１７」実行委員会 

       ＜構成団体＞ 

        鳥羽志摩陸上競技協会、志摩市商工会、志摩市観光協会、志摩市商工会青年部、 

        ＮＰＯ法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター、ＮＰＯ法人いそべスポーツクラブ、 

        志摩青年会議所、志摩青年会議所ＯＢ会、近畿日本鉄道株式会社、志摩スペイン村 

        ＜大会名誉会長＞ 

 竹内 千尋 志摩市長 

 

■共  催   産経新聞社、サンケイスポーツ、中日新聞社（予定） 

 

■後  援   三重県、三重県観光連盟、観光販売システムズ、志摩市、志摩市教育委員会、 

志摩市体育協会、夕刊フジ、関西テレビ放送、ラジオ大阪、 

レディオキューブＦＭ三重（予定） 

■協  力   鳥羽志摩陸上競技協会、志摩市商工会、志摩市観光協会、志摩青年会議所、 

        ＮＰＯ法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター、ＮＰＯ法人いそべスポーツクラブ、 

        志摩スペイン村、志摩市磯部町地区自治会連合会、鳥羽地区交通安全協会、 

社会福祉法人志摩市社会福祉協議会、三重県障害者スポーツ指導者協議会、 

JA 鳥羽志摩、三重外湾漁業協同組合（予定） 

 

実施日
4 月 15 日（土）

15：30～16：30（予定） ４月１６日（日） 

名 称 “なぶら”ステージ ごちそう屋台 伊勢志摩物産市

場 所 志摩スペイン村バス駐車場特設会場－雨天決行－ 

参 加
参加無料

（どなたでもご参加いただけます） 
（飲食は一部有料販売を予定） 

参加無料 
（どなたでもご参加いただけます） 

内 容
参加者への地元歓迎イベントとして、
志摩の「食」や「芸能」、特産品が当
たる抽選会などを実施予定。 

地元事業者が出店し、伊勢志摩の「食」
や物産などが楽しめる市を開催。 



 

■特別協賛   近畿日本鉄道株式会社（予定） 

 

■協  賛   ダイドードリンコ株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 他（予定） 

 

■企画運営   株式会社アド近鉄、産経新聞社 

 

■ゲストランナー  森脇 健児氏（タレント） 他 

 

■参加特典   参加者には以下を進呈。 

        ・参加記念品として、大会オリジナルグッズを進呈 

        ・志摩スペイン村 テーマパーク「パルケエスパーニャ」に入園いただけます。 

          ※4/15・16 両日入園可能、付添い者を含め 1 日あたり 5 名まで 

        ・伊勢志摩温泉 志摩スペイン村「ひまわりの湯」割引ご優待 

        ・「マラソン得々クーポン」 ※宿泊特典などがついています。 

 

■競技種目・参加料一覧     

種目
ｽﾀｰﾄ～ｺﾞｰﾙ
（制限時間）

参加資格
（大会当日現在）

部門
番号

部門 参加料 募集定員

1 29歳以下男子

2 30歳代男子

3 40歳代男子

4 50歳代男子

5 60歳以上男子

6 29歳以下女子

7 30歳代女子

8 40歳代女子

9 50歳代女子

10 60歳以上女子

11 39歳以下男子

12 40歳～59歳男子

13 60歳以上男子

14 39歳以下女子

15 40歳～59歳女子

16 60歳以上女子

③ﾊﾟﾙｹﾊﾟｰﾃｨﾗﾝ
（約3km）

制限なし 17 パーティラン 2,000円

18 小学4～6年男子

19 中学生男子

20 小学4～6年女子

21 中学生女子

⑤ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾊﾟｰﾃｨﾗﾝ
（約2km）

11:10～11:55
（45分）

※原則年齢
　制限無し

‐ ‐ 2,000円 50名

※関門閉鎖時刻までに通過できなかったランナーは、競技を中止していただきます。

　　関門以外でも著しく遅れた場合など競技を中止していただく場合があります。

※パルケジュニアランは、パルケパーティランと同一コースで実施し、タイム計測します。
※パルケパーティランについては、参加者1名につき幼児（小学生未満）２人まで参加できます。

　　（ゼッケン、参加賞はありません）。幼児のみでの参加は認めません。

※①～④の種目は、車いすでの参加はできません。

④ﾊﾟﾙｹｼﾞｭﾆｱﾗﾝ
（約3km）

小学4年生から

中学生
2,000円

13:30～14:30
（60分）

2,000名

4,000名

②10km
10:50～12:20

（90分）
3,500円 3,000名

①ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ
(21.0975km)

11:00～

※時間制限を設定した

関門を設けます

第1関門

7.7ｋｍ地点　12:10

第2関門

13.9ｋｍ地点　13:00

第3関門

19:8ｋｍ地点　13:50

15歳以上
（中学生を除く）

4,000円

 
 



■表  彰    

種目 表彰内容 表彰人数

・男女総合１～６位を表彰 １２名 ６名×男女 壇上表彰

・男女各部門１～３位を表彰 ３０名 ３名×１０部門 進呈のみ

・男女総合１～６位を表彰 １２名 ６名×男女 壇上表彰

・男女各部門１～３位を表彰 １８名 ３名×６部門 進呈のみ

パルケジュニアラン ・男女各部門１～３位を表彰 １２名 ３名×４部門 壇上表彰

パルケパーティラン
・ベストパフォーマンスのランナーに特別賞
　を進呈
　※順位表彰はおこないません。

５組 壇上表彰

バリアフリーパーティラン ・特別賞を進呈 ２組 壇上表彰

備考

ハーフマラソン

１０ｋｍ

 

■記録計測 

 ハーフマラソン・１０ｋｍ・パルケジュニアランは、ランナーズチップで計測します。 

 チップはゴール後に回収します。完走者には記録証を進呈します。 

※パルケパーティラン、バリアフリーパーティランは順位表彰、記録計測はありません。 

※本大会は走ることを楽しむ「ロードパーティ」です。記録は号砲からのタイムのみ計測します。 

スタートゲートにタイマーを設置しますので、通過時刻を各自ご確認ください。 

 

■申込方法  近鉄駅営業所、インターネット（「ランネット」「じょいすぽ」）、郵便振替にて 

       申込受付。申込時、別途手数料が必要となります。 

         ※駅営業所エントリー手数料 200 円 

         ※インターネット 

・ランネット手数料   4,000 円まで 205 円、4,001 円以上 5.15％（税込） 

・じょいすぽ手数料   5,000 円まで 200 円、5,001 円以上 5％（税込） 

※郵便振替払込手数料    130 円 

 

■一般からのお問い合わせ先 

  ●エントリー（参加申込）、大会について 

     志摩ロードパーティ大阪事務局（平日 10：00～17：00 第３金曜日、12/24～1/4 を除く） 

      〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6－1－15 アセンズ新大阪ビル 1F アールビーズ内 

            ＴＥＬ：06－6305－6302 

  ●募集パンフレット、専用振込用紙の請求について 

     志摩ロードパーティパンフレット発送センター（平日 10：00～17：00 12/28～1/4 を除く） 

      〒152-8532 東京都目黒区原町 1－31－9 

            ＴＥＬ：03－3714－7924 

  ●宿泊・観光に関するお問い合わせ 

      志摩市観光協会（9：00～17：00 年中無休） 

      ＴＥＬ：0599－46－0570  http://www.kanko-shima.com 

 

■ボランティア募集について 

  大会運営をサポートいただけるボランティアの方々を広く募集いたしております。 

  ●ボランティア募集に関するお問い合わせ 

      ボランティア受付（志摩青年会議所内）  ＴＥＬ：0599－43－6117 



 

■「走りゃんせ号で行く志摩ロードパーティ ハーフマラソン２０１７」参加ツアーの実施について 

 近畿日本鉄道株式会社では、志摩ロードパーティへのご参加に便利なツアーを実施します。ツアー

では、専用の臨時列車「走りゃんせ号」を大阪方面および名古屋方面から運行いたします。 

  ・出 発 日 平成 29 年 4 月 16 日（日） 

・募集人員 大阪上本町発 200 名、近鉄名古屋駅発 200 名 

（付き添いのご家族、ご友人もお申込みいただけます。） 

・行  程  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・旅行代金 大阪上本町駅発 おとな 5,000 円  

近鉄名古屋駅発 おとな 4,470 円 

※その他駅発およびこどもの設定もございます。 

      【旅行代金に含まれるもの】 

近鉄運賃、三重交通バス運賃、ゼリー飲料、ドリンク、諸税等 

※大会参加費は含みません。 

   

・お問合せ・お申込み 

    ＜大阪からのツアー＞ 

     お問合せ：大阪上本町駅営業所 ０６－６７７３－２１００ 

お申込み：大阪難波、大阪上本町、鶴橋、布施、近鉄八尾、大和高田、大和八木、榛原、名

張、東花園、生駒、大和西大寺、近鉄奈良、京都、大久保、新田辺、天理、王寺、

大阪阿部野橋、藤井寺、古市、高田市、橿原神宮前、下市口の各駅営業所 

＜名古屋からのツアー＞ 

 お問合せ：近鉄津駅営業所 ０５９－２２９－６５３５ 

お申込み：近鉄名古屋、近鉄四日市、津、宇治山田、近鉄蟹江、桑名、白子、伊勢中川、 

鳥羽の各駅営業所 

 

・旅行企画実施 近畿日本鉄道株式会社（大阪府知事登録旅行業第２－２７２８号） 
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志摩 
磯部駅 

鵜方駅 

鶴橋、大和八木、名張停車 

近鉄電車 
（任意の列車でお帰りください。 

専用バス 

三重交通バス 

6:30~7:00 発 

特急券は含まれておりません） 

近鉄電車（専用列車） 

大阪 
から 

志
摩
ス
ペ
イ
ン
村 

近
鉄
名
古
屋
駅 

志摩 
磯部駅 

鵜方駅 

桑名、近鉄四日市、白子、津、
伊勢中川、松阪停車 

近鉄電車 
（任意の列車でお帰りください。 

専用バス 

三重交通バス 

6:00~6:50 発 

特急券は含まれておりません） 

近鉄電車（専用列車） 

名古屋 
から 

※添乗員は同行しません。ただし大阪上本町駅から志摩磯部駅間は添乗員が同行します。 

※添乗員は同行しません。ただし津駅から志摩磯部駅間は添乗員が同行します。 

9:20~9:50 着 

8:30~9:00 着 

（各自）

（各自）



 

■開催コース 志摩スペイン村をスタート・ゴールとする志摩市内 

   

  ○ハーフマラソン／１０ｋｍ／バリアフリーパーティランコース図 

   

 

  ○パルケジュニアラン／パルケパーティランコース図 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーフマラソン・１０ｋｍとも、志摩の

シーサイドビューにこだわったコース

を設定いたしました。 

ハーフマラソンでは、時間制限のある関

門を設定します。 

バリアフリーパーティランは、的矢湾大

橋を折り返す約２km のコースを設定し

ます。

パルケジュニアラン、パルケパーティラ

ンとも、志摩スペイン村を周回するコー

スを設定。 

パルケジュニアランはタイムを計測、 

パルケパーティランは、志摩スペイン村

の雰囲気を楽しみながらランニングい

ただける部門として、大人から子どもま

でファミリーでご参加いただけます。仮

装での参加も OK。 



 

■ゲストランナープロフィール 

                                        

 

高校３年の時に「第１回松竹芸能タレントオーディション」に合格し、タレントに。 

日本全国を飛び回り、テレビ・ラジオに幅広く活躍。 

 中学・高校と陸上部に所属・１００ｍ１１秒０２を記録し、インターハイにも出場している。 

 近では「森脇健児陸上競技部」を発足し、春・秋のＴＢＳ「オールスター感謝祭」のミニマラソンにおいてはハンデ

がありながらも常に上位の成績を収める。また、イギリスの「タフガイ・コンペ」という鉄人レースに参加するなど、月

間２５０ｋｍのトレーニングや大会への参加等タレント活動と平行して、アスリートとしての活動にも力を入れている。 

 ・出演番組 ： 「森脇伝説」（ＫＢＳ京都、サンテレビ） 

         ＫＢＳ−Ｒ「森脇健児のサタデーミーティング」 (土)10 月～3 月 18：00～21：20 

         ラジオ関西「森脇健児の遊・わ～く・ウィークリー」(月～金)11：45～12：00  

 ・出  版 ： ベースボールマガジン社「ランニングマガジン クリール」連載『森脇健児陸上競技部』 

 

 

■バリアフリーパーティランについて 

  

  志摩ロードパーティでは、どなたでも参加いただける開かれた大会を目指し、お身体の不自由な 

  方々を対象としたコースを 2009 年度大会より設定し、参加の受付を行っています。 

  2017 年度大会についても、引き続き「バリアフリーパーティラン」として受付を行います。 

   

  ●名  称  バリアフリーパーティラン 

  ●コース   志摩スペイン村 ～ 的矢大橋 ～ 志摩スペイン村の約２ｋｍ 

  ●参加料   2,000 円 

  ●参加対象  車イス、視覚障害、知的発達障害、内部障害など、お身体の不自由な方 

         健常者の参加は不可。但し、伴走者として付き添う事は可能です。 

         ※参加の方々の安全確保に伴い、参加者数については定員制となる場合があります。 

  ●その他   ・バリアフリーパーティランでの記録計測はありません 

         ・順位表彰は行わず、特別賞を進呈致します。 

  ●バリアフリーパーティランに関するお問い合わせ／お申込み先 

      ＮＰＯ法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター（平日 9：00～17：00 木曜日は除く） 

      ＴＥＬ：0599－21－0550 ＦＡＸ：0599－21－0585  http://www.barifuri.com 

       ※バリアフリーパーティランのお申込みは一般申込とは窓口が異なります。 

 

●森脇 健児 （もりわき けんじ）  

※2016 年度大会に続き、ゲストランナーとして 9 大会目の参加となります。 
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