
■アクセス ■長門市観光・特産品

■お問い合わせ

広大な日本海を背に連なる123基
の赤い鳥居が印象的。高台にある
大鳥居の上部、高さ約5ｍの位置に
は賽銭箱が設置されており、投げ
入れることができれば願い事が叶
うと言われています。

512編の詩を残し、わずか26才の
若さでこの世を去った童謡詩人、
金子みすゞ。記念館では、詩集や本
を展示するほか、軌跡をわかりやす
く紹介。みすゞの生家が営んでいた
書店や育った部屋の様子も再現さ
れています。

長門市は焼き鳥店舗数が日本トッ
プクラスのまちです。長門の焼き鳥
の食べ方で他の地域と大きく違う
のはガーリックパウダーの存在で
す。焼き鳥店には必ずガーリックパ
ウダーと一味、七味の唐辛子が置
かれ、好みに応じてかけて食べるの
が長門のスタイルです。

山口県オリジナルの柑橘で、爽やか
な香りとまろやかな酸味が特徴。
果汁が多く、醤油との相性が抜群
です。大会のエイドでは、長門ゆず
きちを使用した「ゆずきちゼリー」
を提供します。

元乃隅神社

金子みすゞ記念館

やきとり

長門ゆずきち

JAL 向津具ダブルマラソン実行委員会事務局
〒759-4192  山口県長門市東深川1339番地2  長門市経済観光部観光政策課内
TEL 0837-23-1295　　FAX 0837-22-6487
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[ 広島方面 ] 美祢 ICー国道 435 号ー国道 316 号ー長門市　約 30 分
[ 九州方面 ] 美祢西 ICー県道 33号ー国道 435号ー国道 316号ー長門市　約 45分
[ 山口宇部空港 ] 山口宇部空港ー国道 190号ー県道 71号ー国道 316号ー長門市　約 80分
[ 新山口駅 ] 新山口駅ー県道 353号ー国道 9号ー県道 28号ー県道 31号ー国道 316号ー長門市　約 60分

[ 広島方面 ] 美祢 ICー国道 435 号ー国道 316 号ー長門市　約 30 分
[ 九州方面 ] 美祢西 ICー県道 33号ー国道 435号ー国道 316号ー長門市　約 45分
[ 山口宇部空港 ] 山口宇部空港ー国道 190号ー県道 71号ー国道 316号ー長門市　約 80分
[ 新山口駅 ] 新山口駅ー県道 353号ー国道 9号ー県道 28号ー県道 31号ー国道 316号ー長門市　約 60分

長門市の新鮮な魚介や水産加工品、
地鶏などを購入できる直売所のほ
か、レストラン、カフェ、パン屋など
があります。直売所で買った食材を
その場で焼いて食べることができ
るバーベキュー場もあります。
住所／長門市仙崎4297-1
営業時間／9:00～18:00
TEL／0837-27-0300センザキッチン

第５回

※インターネット申込は20：00受付開始となります

ランネット又は専用振替用紙にて
http://runnet.jp/

申 込 方 法

申込期間

1/15     3/15
2021 2021

～
金 月

ぶち…走りたくなる 浪漫海道がここにありました

お問い
合わせ

JAL 向津具ダブルマラソン実行委員会事務局
〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2 長門市経済観光部観光政策課内  TEL 0837-23-1295  FAX 0837-22-6487

向津具ダブルマラソンホームページ 検 索

■スタート・ゴール／長門市油谷総合運動公園

ダブルフルマラソン
シングルフルマラソン

棚田ウォーク

84.39km
42.195km

約30km

AM6：00
AM8：30

AM9：00

12,000円
7,000円
3,500円

種　　　目 距　離 スタート時間

13時間
8時間

10時間

制限時間

400人
300人

100人

定  員参 加 料

（小学生2,000円）

■主催／ JAL向津具ダブルマラソン実行委員会  
■共催／長門市
■特別協賛／日本航空  
■協賛／伊藤園  ロッテ

募 集
要 項

2021 山口県長門市6.13 日

■宿泊のご案内

■ JAL ダイナミックパッケージのご案内（2021 年１月下旬発売予定）

近隣には長門湯本温泉、俵山温泉をはじめとした観光地を伴う宿泊施設がございます。
下記へお問合せ下さい。
 ● 湯本温泉旅館協同組合　　　0837-25-3611
 ● 俵山温泉合名会社　　　　　0837-29-0001
 ● 油谷湾温泉ホテル楊貴館　　0837-32-1234

航空機でお越しになられる方は、宿泊とセットとなった JAL ダイナミックパッケージ
を是非ご利用ください。

〈PC〉 https://www.jal.co.jp/domtour/jaldp/mukatsuku_marathon/
〈スマートフォン〉 https://sp.jal.co.jp/domtour/jaldp/mukatsuku_marathon/

専用振替払込用紙
本紙添付の払込取扱票に記入の上、郵便窓口へ

●郵便局払い

http://runnet.jp/

支払い方法 申込締切 手 数 料

●クレジットカード
●ペイパル
●amazon pay
●コンビニ   など

○4,000円まで
　220円
○4,001円以上
　5.5％

窓口 203円
ATM 152円

お申込の際にお選びいただけます。 3/15

3/15

1

2

ふるさと納税
http://nagato.tax-furusato.jp/
https://www.furusato-tax.jp/city/product/35211

●クレジットカード
●郵便振替
●納付書   など

お申込の際にお選びいただけます。 3/15 ー

ー

3

長門市観光コンベンション協会
https ://nanavi.jp/
TEL :0837-27-0074

〈特典〉
●ダブルフルマラソンの部    11,000 円、
　シングルフルマラソンの部   6,500 円 で参加できます。
●前泊の場合、宿舎での大会受付が可能です。

宿泊条件を確認後、
納付書を送付

3/154

（　　 ）当日消印
有効

宿泊（前泊、後泊、前後泊）の申込を
併せてお申込みください。
料金の払込をもって受付完了となり
ます。

添付の払込み用紙に必要事項を記入
し、郵便局にて入金ください。

申 込 方 法



■大　会　名　　第５回　ＪＡＬ　向
む か つ く

津具ダブルマラソン
■開　催　日　　令和３年６月13日（日）　雨天決行
■メイン会場　　長門市油谷総合運動公園　スタート・ゴール
■開 催 場 所　　長門市油谷地区・日置地区
■主　　　催　　JAL 向津具ダブルマラソン実行委員会
■共　　　催　　長門市
■後　　　援　　山口県　長門市陸上競技協会（予定）
■特 別 協 賛　　日本航空
■協 　 　 賛　　伊藤園　ロッテ
■協　　　力　　長門警察署　山口県長門土木建築事務所　
　　　　　　　　長門市スポーツ推進委員協議会
■日　　　程　　６月12日（土）
　　　　　　　　　14：00　前日受付（全種目）※18：30まで
　　　　　　　　　17：00　開会式・交流会　※18：30終了予定
　　　　　　　　６月13日（日）
　　　　　　　　　 ４：30　受付・貴重品預かり　※5：30終了
　　　　　　　　　　　　　（ダブルフルマラソン）
　　　　　　　　　 ５：50　スタートセレモニー
　　　　　　　　　 ６：00　ダブルフルマラソン・スタート
　　　　　　　　　 ６：30　受付・貴重品預かり　※７：30終了
　　　　　　　　　　　　　（シングルフルマラソン）
　　　　　　　　　 ７：30　受付・貴重品預かり　※８：30終了
　　　　　　　　　　　　　（棚田ウォーク）
　　　　　　　　　 ８：30　シングルフルマラソン・スタート
　　　　　　　　　 ９：00　棚田ウォーク・スタート
　　　　　　　　　16：30　シングルフルマラソンゴール制限時間
　　　　　　　　　19：00　ダブルフルマラソンゴール制限時間
　　　　　　　　　　　　　  棚田ウォークゴール制限時間
■種目・参加資格・定員・スタート時間・制限時間・参加料

※参加資格、参加料は大会当日の年齢とします。
■受　　　付

※当日受付の場所がラポールゆやに変更となります。ご注意ください。
■関　　　門　　 大会の円滑な運営及び安全確保の観点から、数か所の関門を設けます。
　　　　　　　　関門の設定の目安
　　　　　　　　・ダブルフルマラソン　　 ９分／㎞
　　　　　　　　・シングルフルマラソン　11分／㎞
　　　　　　　　・棚田ウォーク　　　　　20分／㎞

■申 込 期 間　　令和３年１月15日（金）〜３月15日（月）
　　　　　　　　※インターネット申込は20：00受付開始となります。
　　　　　　　　※各種目定員になり次第、募集を締め切ります。
■部門・表彰　　 ダブルフルマラソン・シングルフルマラソンの完走者に

は完走メダルを贈呈し、総合・年代別に上位入賞の男女
を表彰します。

　　　　　　　　 元乃隅神社前から千畳敷エイドまでの区間を対象とし、激坂
賞を設定・表彰します。※棚田ウォークの表彰はありません。

■参　加　賞　　 全種目  Tシャツ又はタオル　
　　　　　　　　 ※Tシャツ又はタオルをお選びください。

　　　　　　　　 TシャツサイズはSS・S・M・L・LLに○印を付けてく
ださい。未記入の場合は男性Ｌ、女性Mとします。

■ス タ ー ト　　 ウエーブスタートとします。(各組100名程度）
　　　　　　　　 今大会は申込時に目標タイムを申告していただきます。目標

タイムの申告がない場合は、主催者が振り分けを行います｡
■計測・記録　　 ネットタイム計測とします。ゴール直後に発行する完走

証には、氏名・種目・タイムのみを記載し順位は表示さ
れません。順位は後日大会HPで公表する大会結果を確
認し、ご自身で記入をしてください。

　　　　　　　　※棚田ウォークの順位公表はありません。
　　　　　　　　 紙媒体での記録一覧を希望される方は、大会当日受付

（有料200円）で後日郵送します。
■交　流　会　　 大会前日開会式・交流会をラポールゆやで開催します。第４

回大会で交流会への参加を申込み、かつ、スライド登録を
いただいている方のみ参加できます。新規募集はしません｡

■シャトルバス　　 交流会及び大会当日の無料シャトルバスを運行します。
　　　　　　　 【６月12日（土）】（前日受付のみの方も利用可）
　　　　　　　　《行き》［長門湯本温泉］ ⇒［会場］
　　　　　　　　　　　 ［長門市駅南口］ ⇒［会場］
　　　　　　　　《帰り》［会場］ ⇒［長門湯本温泉］
　　　　　　　　　　　 ［会場］ ⇒［長門市駅南口］
　　　　　　　 【６月13日（日）】（選手のみ利用可能）
　　　　　　　　《行き》［長門湯本温泉］ ⇒［長門湯本駅］ ⇒［会場］
　　　　　　　　　　　 ［長門市駅南口］ ⇒［ 人 丸 駅 ］ ⇒［会場］
　　　　　　　　《帰り》［会場］ ⇒［人丸駅］ ⇒［ 黄 波 戸 温 泉 ］
　　　　　　　　　　　 　⇒［長門市駅南口］ ⇒［長門湯本温泉］
　　　　　　　　会場からは13：30以降基本１時間間隔程度で発車します。
　　　　　　　 （最終19：30発）
　　　　　　　　《随時運行》［ラポールゆや］ ⇔［会場］
　　　　　　　 【山口宇部空港便】 山口宇部空港発着のJAL便に合わせ無

料シャトルバスを運行します。
　　　　　　　　《行き》６月12日（土）
　　　　　　　　　　　［山口宇部空港］〜［長門湯本温泉］
　　　　　　　　　　　　〜［長門市駅南口］〜［ホテル楊貴館］
　　　　　　　　《帰り》６月14日（月）
　　　　　　　　　　　［ホテル楊貴館］〜［長門市駅南口］
　　　　　　　　　　　　〜［長門湯本温泉］〜［山口宇部空港］　　
　　　　　 　　※ バスの発車時間及び乗車場所等は５月中旬に発送する

参加者案内でご確認ください。

種　目 参加資格 定 員 スタート時間 制限時間 参加料
ダブルフルマラソン

（スライド登録含む） 18歳以上 400人
（629人） AM6：00 13時間 12,000円

シングルフルマラソン
（スライド登録含む） 18歳以上 300人

（629人） AM8：30 8時間 7,000円

棚田ウォーク
（スライド登録含む） 小学生以上 100人

（300人） AM9：00 10時間
3,500円
小学生

2,000円

大 会 要 項

大 会 の 特 徴

注 意 事 項 申込規約 参加申込者は下記申込規約に同意した上で、本大会にお申し込みください。

❶参加選手は必ず大会役員の指示に従ってください。
❷ 大会中の事故については応急処置を行いますが、その後の処置について

は、一切の責任を負いかねます。
❸ 大会参加者全員に対し主催者側が１日レクレーション保険に加入します

が、それ以上の補償については負いかねます。補償内容に不安がある方は
個人で保険に加入されることを推奨します。

❹ 大会運営上関門を設け、制限時間内に関門を通過できない方は競技を中止
していただきます。制限時間終了後は送迎車に乗車していただきますの
で、必ず係員の指示に従ってください。

❺ 本大会は一般道を使用して実施します。ダブルフルマラソン・シングルフルマラソンの
参加者は道路の左側１m以内を走行してください。棚田ウォーク参加者は交通法規を
遵守し、歩道がある区間は歩道を、歩道が無い区間は道路の右側を通行してください。

❻ 応援車両のコースへの進入は禁止します。応援車両を発見した場合は被応援
選手を失格処分にします。また、大会参加者以外のエイド利用を禁止します。

❼ 競技前・競技中に天候急変等、主催者が競技実施不可能と判断した場合は、大会
を中止します。その場合、参加費の返金はできませんので予めご了承ください。

❽ 視覚障がいをお持ちの方が参加される場合、伴走者有の記入をお願いします。
参加者自身で伴走者を確保され、伴走者は大会の注意事項等を参加者に必ず
お伝え下さい。伴走者の参加料は無料です。

１． 私は大会要項に記載されていることを正しく理解し、遵守して大会に参加します。
２． 私は心疾患・疾病等がなく、健康に留意し、傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任に

おいて大会に参加します。
３． 私が被害者または加害者となる事故が発生した場合、原因の如何を問わず自

己責任において処理し、主催者および関係者に一切の責任を追及しません。
４． 私は大会中に負傷あるいは発病した場合、またはこれらに基づく後遺症が発生

した場合あるいは死亡した場合においても、主催者の加入している保険以外の
補償を請求しません。

５． 私は大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を受けることに意義ありませ
ん。その方法、経過等について、主催者の責任を問いません。

６． 私はエントリー完了後の自己都合によるキャンセル、悪天候、地震、事故、事件、感
染症の拡大、疾病等による大会中止・縮小の場合の参加料の返金は求めません。

７． 私の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）は本大会への参加を承諾しています。
８． 私は大会中に撮影された参加者の写真や氏名については、大会に関する広告

および報道等で使用することを認めます。 
９． 主催者は個人情報保護に関する法令を厳守して参加者の個人情報を取り扱います。また、

個人情報を今後、長門市が主催または共催する関連イベントの参加案内に利用します。
10． 私は、主催者が定める「新型コロナウイルス感染症対策」を事前に確認し、当該対策に協

力します。また、大会当日に提出する体調チェックシートには、虚偽の記載をしません。

アップダウンの 激しい 難
コースですが、向津具半島
の素晴らしい絶景が参加者
をお迎えします。

エイドステーションでは
長門市の美味しい食材と
スタッフのやさしさが参加
者を癒します。

シングルフルマラソン は
８時間の時間設定、フル初
完走も夢ではありません。

ダブル・シングルフルマラ
ソンの男女総合優勝者には

JAL国内線航空券
（任意区間）
を贈呈します。

※1 搭乗期間・座席数・便には限りがございます。航空券の利用期間は2021年７月１日〜2021年12月16日（搭乗禁止期間あり）です。航空券以外の費用はすべてお客様負担となります。

※1
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　なることがあります。

日　付 場　所 時　間
6月12日（土） ラポールゆや 全種目 14：00〜18：30

6月13日（日） ラポールゆや
ダブルフルマラソン  ４：30〜 ５：30 

シングルフルマラソン  ６：30〜 ７：30
棚田ウォーク  ７：30〜 ８：30

　感染症予防対策のため、以下の事項にご協力ください。大会への参加が不適格と認められる場合は、他の参加者やスタッフの安全確保のた
め、大会への参加の取消しまたは競技の中止を求める場合があります。

１. スマートフォンをお持ちの方は、大会の２週間前までに、厚生労働省が提供している「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」を
インストールのうえ、登録されることを推奨します。

　  ※厚生労働省　新型コロナウイルス感染症接触確認アプリ（COCOA）
　  　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

２. 事前発送される参加者案内に同封の「体調チェックシート」を必ず来場前に記入し、
　  大会当日に提出をしてください。
３. 大会当日に、以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。
　  ・体調が良くない場合（例：発熱、咳、咽頭痛などの症状がある場合）
　　  ※大会当日に会場で検温を行い、体温が37.5℃を超えた場合、出走をお断りいたします。
　  ・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
　  ・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要されている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
　  ・過去14日以内に居住地が緊急事態宣言、越県の自粛等の対象となった場合
４. マスクを持参し、受付時や着替え時などの競技を行っていない際や会話をする際には必ず着用をしてください。
　  競技中のマスクの使用は控えてください。（使用したい場合は、各自の判断で着用は可とします。）また、使用済のマスクは、各自持ち帰り廃

棄をお願いします。
５. こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行ってください。
６. 他の参加者やスタッフ等との距離（２ｍ以上・最低１ｍ）を確保してください。
　  走行中は、呼気が激しくなるため、より一層距離を開けるよう心掛けてください。
７. 大会中に大きな声での会話、応援等はしないでください。
８. スタート・ゴール会場、エイドへの応援者の入場を禁止します。
９. その他、感染症予防のために主催者が決めた措置を遵守してください。
10. 大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、速やかに主催者に報告をしてください。
11. 新型コロナウイルス感染者が発生した場合は、保険所、医療機関などの関係機関へ情報提供をするとともに、参加者、スタッフへの連絡及

び大会ＨＰに掲載しお知らせします。
12. 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、大会の開催を中止する場合があります。開催を中止した場合は、大会HPでお知らせをします。
　  なお、大会の開催を中止した場合の参加料については、決定時期に応じ以下のとおり取扱うこととします。
   （自己都合によるキャンセル、悪天候、地震、事故、事件、疾病等による大会中止・縮小の場合は対象外）
  　令和３年４月13日(火)まで　全額返金（返金手数料を差引いた額）
  　令和３年４月14日(水)以降　大会準備に要した経費を精査し返金額を決定

新型コロナウイルス感染症対策
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