
１９８８年に産声をあげた、いびがわマラソンが

今年で２０回の記念大会を迎えることができました。

これもいびがわマラソンを愛し続けてくださったランナーの

みなさん、ボランティアとして大会を支えてくださった皆さん、

寒い日も沿道にでてランナーを励まし、応援してくださった皆さん

多くの皆さんの温かい思いが２０年という歴史を刻んだと思います。

第１回から２０年連続してエントリーされたランナーは、７６名、

また、ボランティアとして２０年連続で参加された方は、１０名

いらっしゃいます。素晴らしいですね。心より感謝いたします。

～２０年の間には思い出がいっぱい～

土砂崩れで道がなくなり、
急遽、皆さんの力で、仮設
の橋を作っていただきまし
た。
看板には「橋の渡り心地
は」とあります。

大雨で、雷も！
ランナーもボランティアも
応援する人もびっしょり～
でも、ランナーは平気。完
走率は、例年以上に高かっ
た！

西田ひかるさんがウ
ォーキングに参加。
町民のみなさんと３
㌔を楽しまれました。
（今年も参加されま
す！）

第１０回の記念大会は、
全国から９，３１１人の
ランナーを迎えまし
た。
さあ、スタート！
人の波が、いつまで
も続きました。
１番賑わった年で
す。

～エントリー数の変化～

今月の特集
feature articles

２０回大会は、
７，４００人を超え
そうです♪

１９８９年大会

２００４年大会

１９９０年大会

１９９７年大会
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交通機関のご案内 

大垣 岐阜

いび 会場 

近鉄バス

近鉄養老線
（揖斐行き）

JR東海道本線

シャトルバス

雨天決行

［フ　ル］10:30AM START!
［ハーフ］11:00AM START!

http://www.ibigawa-marathon.jp/

主催／揖斐川町・中日新聞社 

主管／西濃地区陸上競技協会 

後援／岐阜県・岐阜県教育委員会・（財）岐阜県体育協会・岐阜陸上競技協会 
揖斐郡町村会・揖斐郡体育協会 

協力／岐阜県警察本部・揖斐警察署・揖斐川ライオンズクラブ 
ミズノ（株）・大塚製薬（株）・そのほか 

ナンバーカード協賛／（財）田口福寿会・西濃建設（株）・イビデン（株） 

ゲスト／高石ともやさん・山田敬藏さん・柳川春己さん 
セントジョージマラソン優勝者 

お問い合わせ／いびがわマラソン実行委員会事務局 
 〒501ー0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方15  揖斐川町中央公民館内 

TEL.0585-23-0117　FAX.0585-23-0121

揖斐川町お出かけ情報

スペシャルゲスト 

有森 裕子さん 

スペシャルサポーター 

西田 ひかるさん 

ウォーキングゲスト（参加予定） 

所 英男さん 

月刊ランナーズ  
2006 全国ランニング100撰 

5位 
選んでいただき、ありがとうございました。 

おかげさまで20年 
～感謝の気持ちをあなたに伝えたい～ 

スペシャルコーチ（ランニング教室） 

金 哲彦さん 

大会の顔「ポスターとＴシャツ」
第１回大会は、高石ともやさんがいびがわを駆け抜ける爽やかなポスターです。大会ごとに、ポスターとＴシャ

ツデザインが変わっていきました。あなたは、どの年のデザインが印象に残っていますか？

第２回◆１９８９年
天気：曇り：気温１３℃
湿度：６７％風：西１Ｍ
エントリー★４１３５人

第４回◆１９９１年
天気：晴れ：気温１５℃
湿度：４３％風：南１Ｍ
エントリー★５４８９人

第６回◆１９９３年
天気：晴れ：気温１６．８℃
湿度：９０％風：北西１．６Ｍ
エントリー★８２３２人

第８回◆１９９５年
天気：晴れ：気温１２．５℃
湿度：６０％風：南南東２Ｍ
エントリー★８９６８人

第１０回◆１９９７年
天気：曇り：気温１６．６℃
湿度：６３％風：北西１Ｍ
エントリー★９３１１人

第１２回◆１９９９年
天気：晴れ：気温１５．２℃
湿度：６１％風：―
エントリー★７５１２人

第１４回◆２００１年
天気：晴れ：気温１３．１℃
湿度：５１％風：北東０．９Ｍ
エントリー★６０８９人

第１６回◆２００３年
天気：雨：気温１６℃
湿度：８７％風：北西１．８Ｍ
エントリー★５７６８人

第１８回◆２００５年
天気：晴れ：気温１２．４℃
湿度：５８％風：南東１Ｍ
エントリー★５４６７人

第２０回◆２００７年

いいお天気に
なるといいね！

第１回◆１９８８年
天気：―：気温８．４℃
湿度：―％風：南南東１Ｍ
エントリー★３３９２人

第３回◆１９９０年
天気：雨：気温１７℃
湿度：７５％風：西１Ｍ
エントリー★４９５４人

第５回◆１９９２年
天気：晴れ：気温１９℃
湿度：４０％風：西５Ｍ
エントリー★７０４１人

第７回◆１９９４年
天気：晴れ：気温２１．１℃
湿度：４７％風：西北西６Ｍ
エントリー★８５６８人

第９回◆１９９６年
天気：晴れ：気温６℃
湿度：６０％風：南１Ｍ
エントリー★８８５７人

第１１回◆１９９８年
天気：快晴：気温１５．７℃
湿度：６２％風：南１Ｍ
エントリー★７９２５人

第１３回◆２０００年
天気：曇り：気温１２．６℃
湿度：５１％風：北西１Ｍ
エントリー★６６７４人

第１５回◆２００２年
天気：曇り一時雨：気温８．５℃
湿度：７３％風：西南西１．３Ｍ
エントリー★６３００人

第１７回◆２００４年
天気：曇り：気温１３．９℃
湿度：５８％風：西北西１Ｍ
エントリー★５６９２人

第１９回◆２００６年
天気：晴れ時々雨：気温８．６℃
湿度：４６％風：北西６Ｍ
エントリー★５９６７人

今月の特集
feature articles
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ランニングミーティング １５：００～１７：００
物産展（バザー） １６：３０～１８：３０
ありがとう前夜祭 １８：３０～２０：００

前日◆１１月１０日（土）
【会場：中央公民館】

START フルマラソン １０：３０
ハーフマラソン １１：００
ウォーキング ハーフ後方～

当日◆１１月１１日（日）
【メイン会場：中央公民館】

いよいよ２０回大会の幕開けです。今年は、２０回大会をお祝いして、前日から多くの催し物が予定
されています。みなさんも、ぜひ会場へ足を運んでみてください。そして、全国から集まるランナー
と一緒に２０回の記念大会を楽しみましょう。

あああありりりりががががととととうううう２２２２００００年年年年！！！！前前前前夜夜夜夜祭祭祭祭開開開開催催催催♪♪♪♪

今月の特集
feature articles

有森裕子さん

おかげさまで２０年 ～感謝の気持ちをあなたに伝えたい～
物産展やブラス演奏もあり
ランニングミーティングと前夜祭
の間には物産展（バザー）や揖斐
川中のブラスバンド演奏もありま
す。併せてお楽しみください。
（全て入場無料）
※駐車場が少ないため、乗り合わ
せてご来場ください。

大人気！

地元のＨＥＲＯ

所君が応援

２００７いびがわマラソン

第１回大会から参加し、いびがわマラソンの顔、高石
ともやさんが曲をプレゼント♪楽しみですね～
西田ひかるさんや所英男さんもかけつけ、エールを送
ります。

市民ランナーの強い味方、金コーチとオリンピック
メダリストの有森裕子さんが、マラソンの魅力やス
ポーツの楽しさを伝えます。
ランナーでなくても、必見のトークショーです。

２０年間を写真でふりかえります。また、２０年間
支えてくださったみなさんに感謝の気持ちをこ
めて、表彰いたします。【中学生がお手伝い】

所 英男さん

笑顔で

皆さんを

元気に！

世界陸上の解説者で人気の
金コーチがやってきます。
いびがわマラソンを完走す
るための秘策を聞こう～

西田ひかるさん

第１部
有森裕子さんと金コーチ
スペシャルトークショー
１８：３０～１９：１０

第２部
２０年間ありがとう
感謝の気持ちをこめて
１９：１０～１９：３０

第３部
明日の大会に向けて
ゴールまで走り続けよう♪

１９：３０～２０：００

金 哲彦コーチの
ランニングミーティング
１５：００～１７：００

いびがわ

マラソンの歌

発表！

高石ともやさん
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あなたは、どこでいびがわマラソンに参加しますか？

岐阜ＦＭ
８０．０mhz生放送

いびがわ
ウォーキング
ただ今、中央公民館と健康広場
で受付中！
★ゲストは西田ひかるさんと

所英男さん
参加賞◆Ｔシャツとジャガイモ
参加費◆１，０００円
スタート◆１１時～

※当日受付あり

朝から岐阜ＦＭはマラソン一色

応援メッセージや応援曲・・

あなたの声が番組を作り上げま

す。ゲストのみなさんも出演さ

れ盛り上げます！

旨い＋安い
物産展がいっぱいゲストのみなさんと

一緒に楽しみたい！ 鮎の塩焼き、ソーセージ

うどん、豚汁、芽室町名物

いび茶、串かつ、おでん

美味しいアレコレにお土産

もいろいろ楽しめます

有森裕子さん：１１：００～

ハーフマラソン参加

西田ひかるさんと所英男さん

ハーフ出発後～

ウォーキング参加

地域応援を楽しもう 応援棒がもらえるよ
沿道では思い思いの応援が、

繰り広げられます。小島小の鼓

笛隊・揖斐小の横笛・藤橋の権

現太鼓・幼児園の鼓笛隊

バンド演奏やおばば太鼓など、

今年は盛りだくさん。ランナー

と一緒に楽しめそう！

井ノ口橋南詰

久瀬公民館前

藤橋診療所前

スタートとゴール

上記の場所で、右のような

応援棒を当日配布します。

膨らませて、応援してね。

お茶目大賞は誰かな？ランナー７０００人
を応援しよう 今年も、コスチュームを着た

ランナーが、沿道のみなさん

を楽しませながら、走りぬけ

ます！桃太郎に、忍者、キャッ

ツ、赤鬼、ひょっとこ…

今年はどんな衣装で登場する

か楽しみ♪

全国から集まるランナーに

いびがわを楽しんでいただきま

しょう。ランナーにとってあな

たの応援が大きな力に！

応援マップをみて

お出かけくださいね。

僕は、コース派！
応援棒をもって、
ランナーを声援す
るよ。ハイタッチ
も楽しみだな。

今月の特集
feature articles

私は、会場派！
いっぱい食べて、
ゲストの方に会っ
て、スタートで、
ランナーを見送る
わ。
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