
第３８回 京都反核・反原発・平和マラソン 
反核・反原発・平和を求めるみなさん一緒に走りませんか！ 

全区間３２㎞ １区間からでも参加できます！  

主催 新日本スポーツ連盟京都府連盟 
主管 京都ランナーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノーモア・ヒロシマ! ノーモア・ナガサキ! ノーモア・ヒバクシャ！ ノーモア・フクシマ！  

 核兵器のない、戦争のない、原発もない世界と日本を願い、京都反核・反原発・平和マラソン

に今年も取り組みます。 

 全区間３０キロ中１区間３㎞～６㎞まで色々なコースがあります。 

みなさんの力に応じて、楽しく走ってみませんか！ あなたの参加を心から歓迎します。 

 

◆日時 ２０１９年６月１６日(日)  １０：００スタート（大山崎町役場前） 

受付 ９：００ 開会式 ９：３０ 閉会式（京都市役所）１６：００ 

  

◆コース・中継地点・発着時間(予定) 

第 1 区間 大山崎町役場前～長岡京市役所前～向日市役所前 (6．2 ㎞) １０：００～１１：００ 

2 向日市役所前～JR 向日町駅前～吉祥院運動公園 (4．7 ㎞) １１：１０～１１：５０ 

3 吉祥院運動公園～JR 西大路駅前～西大路三条公園 (5．2 ㎞) １２：００～１２：４５ 

4 西大路三条公園～国際平和ミュージアム前～立命館大学衣笠キャンパス (3．6 ㎞) １２：５５～１３：２５ 

5 立命館大学衣笠キャンパス～京都市障害者スポーツセンター前  （6．0 ㎞) １３：５５～１４：５５ 

6 京都市障害者スポーツセンター前～出町柳～京都市役所 (4．1 ㎞) １５：０５～１５：４５ 

◆参加資格 平和のために走ってみようと思う人 

◆参加費 （１）１区間～２区間を走る方 １，０００円 

（２）３区間以上走る方    １，５００円 

 

◆申込方法  個人またはチームの希望する区間を申込書に記入し、参加費とともに申し込んで 

ください。（下記いずれかの方法で） 

●事務所に持参（毎週水曜日の１９：３０～２１：００） ●現金書留 

●定額小為替→郵便局で発行（安く送金できます） 

※なお、どうしても事前申し込みができない場合は当日でも受け付けます。 

 

◆走る方法  （１）参加者全員が１列で歩道上を走り、赤信号では止まります。 

       （２）リーダーの指示により 1ｋｍ７～８分のスピードで走ります。 

       （３）各中継所で約１０分間の休憩（給水・給食・トイレ等）をとります。 

◆参加上の注意 

  （１）ゼッケンは実行委員会でも用意しますが、反核平和を訴えて走るという主旨を理解していた   

     だき、手作りのゼッケン歓迎です。楽しくアピールしながら走りましょう。 

  （２）各地点到着予定時間の３０分前には集合し、各自十分 

     に準備運動をしてください。 

  （３）荷物の運搬と中継点での給水・軽食は主催者で用意します。 

  （４）応急手当以外の責任は負えませんのでご了承ください。 

  （５）途中で走れなくなった場合は、伴走車に同乗することも可能です。 

◆申込・問合せ 

〒615-O013 京都市右京区西院松井町 7-1 新日本スポーツ連盟京都府連盟  

ＴＥＬ  ０７５－３１５－９７１０(水曜日１９：３０～２１：００) 

     ０９０－４２９４－７５５７（月～金曜日１８：００～２１：００） 

メール    mappi7777777@gmail.com（新日本スポーツ連盟京都府連盟 事務局長 増田） 

ＦＡＸ  ０７５－３１５－７０３９  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・  切り取り線  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第３８回京都反核反原発平和マラソン申込書〔コピー可〕 

申込〆切日 ６月９日（日） 

 

氏 名 

  

所属名 

 

 

 

住 所 

（連 絡 先）

 

 

（〒   －    ） 

住所 

 

 

 

 

 

 

 

電話番号 携帯電話 

（ - - ）（ - - ）

予定走行区間 （○印を） 全区間、 １、 ２、 ３、 ４、 ５、 ６、

参 加 費 領 収 *１，５００円（３区間以上） *１，０００円（１～２区間）  

コースについては裏面のコースマップを参考にしてください。 

 

給水・軽食あり 

荷物は伴走車へ 
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郵便番号 : 615-0013
住所 : 京都府京都市右京区西院松井町7-1
TEL : 075-315-9710

スタート AM10:00

ゴール PM3:45 :  
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