
（熊谷市）記者クラブ情報

 事業の名称等

1. 実施日時等 平成 年 月 日( ) 午前 時 分 から

平成 年 月 日( ) 午前 時 分 まで

2. 会場・主催地

3. 主催者・関係者

(1)団体名等

(2)代表者名 ＴＥＬ

4. 事業内容

5. 目的・理由

6. 経緯・経過

7. 影響・効果

8. この事業の実施による特記事項

　ア.県内で初めて イ.県内で 番目

(2)他市が実施している事業に比べて本市の特色

・他市と同じ

※資料の有無 （

担当課

連絡先 ＴＥＬ

熊谷市 保健体育課　（内線390） 担当者 外村

有 ）

(1)県内の状況

る。

参加者からの評価が高いということは、大会のイメージアップになり、スタッフの励みになる。

この３月に開催した第２０回記念大会には、１万人を超えるエントリーをいただいている。

毎年、マラソン大会参加者による大会評価を、インターネット上で行っており、高評価の大会が

１００選出される。

本大会は、平成１２年３月に開催した第１２回大会で初めて選出され、今回で６回目の選出とな

平成２１年３月２２日（日）に開催された第１９回熊谷さくらマラソン大会が、2009全国ラン

ニング大会１００撰に認定され、この度、認定書が届けられた。

このことは、雑誌「ランナーズ」５月号に掲載されている。

熊谷市　熊谷市教育委員会　財団法人熊谷市体育協会
熊谷さくらマラソン大会実行委員会

大会会長　富岡　清 524-1111　内線392

第１９回熊谷さくらマラソン大会
2009全国ランニング大会１００撰 認定





【全国ランニング大会１００撰】 

 株式会社アールビーズが発行している「走る仲間のスポーツ・マ

ガジン ランナーズ」が企画しているもので、参加者に２０のチェ

ックポイントについて５段階で評価していただき、ハガキ、ＦＡＸ，

大会レポ（Ｈ.Ｐ.上）で投票。ランナーズ編集部にて集計し、上位１

００大会を発表するもの。今回で１３回目。 

 熊谷さくらマラソン大会は２００２年の第１２回大会が初めて選

出を受け、その後２００３年、２００５年、２００６年、２００７

年、そして、今回２００９年の受賞で６回目となります。 

 今回の対象は、２００９年１月～１２月に開催された全ての大会。 
 

《参考》 

  評価項目 

   ◇レース前 

     分かり易い最終案内   
     大会 WEB サイト   
     アクセスが便利   
     充実した施設   
     充実した誘導・案内   
     応援者でも楽しめる   
   ◇レース中  
     すばらしい参加賞   
     いち早い記録発表   
     表彰対象者が多い   
     熱意ある大会運営   
     独自の特色を持つ   
     適切な参加料設定   

◇レース後 

     障害者に優しい   
     適切なコース幅   
     緩やかな制限時間   
     楽しめるコース設定   
     的確な距離表示   
     充実した給水所   
     熱心な沿道応援   
     走路の安全確保   
   



全国ランニング大会１００撰
■2009年開催大会投票結果 （都道府県順）

大会名 開催地 開催月 種目

洞爺湖マラソン 北海道 5月 フル他

サロマ湖100kmウルトラマラソン 北海道 6月 100km他

千歳国際マラソン 北海道 6月 フル他

北海道マラソン 北海道 8月 フル

果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン 山形 6月 ハーフ他

伊達ももの里マラソン 福島 8月 10km他

勝田全国マラソン 茨城 1月 フル他

守谷ハーフマラソン 茨城 2月 ハーフ他

日立さくらロードレース 茨城 4月 ハーフ他

かすみがうらマラソン 茨城 4月 フル他

つくばマラソン 茨城 11月 フル他

嬬恋高原キャベツマラソン 群馬 6月 ハーフ他

鹿沼さつきマラソン 栃木 5月 ハーフ他

大田原マラソン 栃木 11月 フル他

さのマラソン 栃木 12月 フル他

国営武蔵丘陵森林公園完走マラソン 埼玉 2月 ハーフ他

ふかやシティハーフマラソン 埼玉 3月 ハーフ他

草加ふささらマラソン 埼玉 3月 ハーフ他

熊谷さくらマラソン 埼玉 3月 ハーフ他

春日部大凧マラソン 埼玉 5月 ハーフ他

戸田マラソンin彩湖 埼玉 11月 ハーフ他

小川和紙マラソン 埼玉 12月 ハーフ他

所沢シティマラソン 埼玉 12月 ハーフ他

加須こいのぼりマラソン 埼玉 12月 ハーフ他

神奈川マラソン 神奈川 2月 ハーフ他

三浦国際市民マラソン 神奈川 3月 ハーフ他

東日本国際親善マラソン 神奈川 4月 ハーフ他

湘南国際マラソン 神奈川 11月 フル他

川崎国際多摩川マラソン 神奈川 11月 ハーフ他

よこすかシーサイドマラソン 神奈川 11月 ハーフ他

横浜マラソン 神奈川 11月 ハーフ他

丹沢湖マラソン 神奈川 11月 ハーフ他

はだの丹沢水無川マラソン 神奈川 12月 ハーフ他

館山若潮マラソン 千葉 1月 フル他

千葉マリンマラソン 千葉 1月 ハーフ

東京ベイ浦安シティマラソン 千葉 2月 ハーフ他

佐倉健康マラソン 千葉 3月 フル他

成田POPラン 千葉 11月 ハーフ他

富里スイカロードレース 千葉 6月 10km他

南房総市ロードレース千倉 千葉 9月 ハーフ他

手賀沼エコマラソン 千葉 10月 ハーフ他

いすみ健康マラソン―増田明美杯― 千葉 10月 ハーフ他

香取小江戸マラソン 千葉 12月 10km他

ニューリバーロードレースin八千代 千葉 12月 10マイル他

谷川真理ハーフマラソン 東京 1月 ハーフ他

新宿シティハーフマラソン 東京 1月 ハーフ他

フロストバイトロードレース 東京 1月 ハーフ他

青梅マラソン 東京 2月 30km他

立川・昭島マラソン 東京 3月 ハーフ他

東京マラソン 東京 3月 フル他

東京・荒川市民マラソン 東京 3月 フル他



タートルマラソン全国大会 東京 10月 ハーフ他

グリーンリボン・ランニング・フェスティバル 東京 10月 10km
EKIDENカーニバル2009　西東京大会in国営
昭和記念公園

東京 11月 駅伝

いたばしリバーサイド・ハーフマラソン 東京 12月 ハーフ他

静岡駿府マラソン 静岡 3月 ハーフ他

掛川・新茶マラソン 静岡 4月 フル他

焼津みなとマラソン 静岡 4月 ハーフ他

しまだ大井川マラソンinリバティ 静岡 11月 フル他

富士マラソンフェスタ 静岡 12月 ハーフ他

みのかも日本昭和村ハーフマラソン 岐阜 1月 ハーフ他

いびがわマラソン 岐阜 11月 フル他

名古屋シティマラソン 愛知 11月 ハーフ他

志摩ロードパーティハーフマラソン 三重 4月 ハーフ

鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン 三重 10月 ハーフ他

お伊勢さん健康マラソン 三重 11月 ハーフ他

カーター記念黒部名水ロードレース 富山 5月 ハーフ他

山中湖ロードレース 山梨 5月 ハーフ他

富士吉田火祭りロードレース 山梨 8月 ハーフ他

巨峰の丘マラソン 山梨 9月 20km他

甲州市勝沼ぶどう郷マラソン 山梨 10月 ハーフ他

河口湖マラソン 山梨 11月 フル他

柏崎潮風マラソン 新潟 5月 フル他

越後湯沢秋桜ハーフマラソン 新潟 9月 ハーフ他

長野マラソン 長野 4月 フル

信州なかがわハーフマラソン 長野 5月 ハーフ他

小布施見にマラソン 長野 7月 ハーフ

諏訪湖マラソン 長野 10月 ハーフ

能登和倉万葉の里マラソン 石川 3月 フル他

京都木津川マラソン 京都 2月 フル他

京都シティハーフマラソン 京都 3月 ハーフ他

福知山マラソン 京都 11月 フル他

淀川市民マラソン 大阪 11月 フル他

篠山ABCマラソン 兵庫 3月 フル他

兵庫神鍋高原マラソン全国大会 兵庫 8月 ハーフ

神戸全日本女子ハーフマラソン 兵庫 11月 ハーフ

加古川マラソン 兵庫 12月 フル他

三田国際マスターズマラソン 兵庫 12月 ハーフ

宝塚ハーフマラソン 兵庫 12月 ハーフ他

和歌浦ベイマラソンwithジャズ 和歌山 10月 ハーフ他

なかうみマラソン全国大会 島根 11月 ハーフ他

下関海響マラソン 山口 11月 フル他

香川丸亀国際ハーフマラソン 香川 2月 ハーフ他

四万十川ウルトラマラソン 高知 10月 100km他

海陽究極の清流 海部川風流マラソン 徳島 2月 フル

とくしまマラソン 徳島 4月 フル

シティマラソン福岡 福岡 10月 ハーフ他

国際青島太平洋マラソン 宮崎 12月 フル他

いぶすき菜の花マラソン 鹿児島 1月 フル他

NAHAマラソン 沖縄 12月 フル
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