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2009 年 11 月 8 日日曜、湘南国際マラソン、4 回目の号砲！！
約 2 万 6000 人のランナーが景勝地・湘南の海岸沿いを疾走。
2007 年３月、神奈川県初のフルマラソンとして誕生した「湘南国際マラソン」。スタート・フィニッシュは呼称・
湘南の発祥地・大磯。コースは西湘バイパス～国道 134 号。車が止まり、波の音が潮風に乗って遠くまで聞こえ
る年に一度の特別な日になる。今回はフルマラソンに約 1 万 5000 人、１０ｋｍに約 1 万人がエントリーした。
開会式は７時 45 分、フルマラソンのスタートは 9 時、10km スタートは 9 時 50 分。
また、前日にはサブイベントとして「ウォーキング大会」が初めて開催される。

◆多彩なゲストが応援に駆けつける！◆
ランナーの皆さんの応援に多彩なゲストが来場する。
○大会の応援団長・茅ヶ崎在住の徳光和夫さん
1 回目からの応援団長。午前中の生番組を終えて、駆けつける！
14 時 30 分からの「恒例 マラソン談義」では名司会者ぶりを間近で拝聴。

○茅ヶ崎にテニスクラブ 杉山愛さん、初めて「マラソン」を走る
前回から応援団に仲間入り。世界で活躍した元プロテニスプレーヤーもマラソン大会で１０ｋｍを走ることは
初めて！ フルマラソンのスターターも勤める。

○芸能界きってのスピードランナー 猫ひろしさん
自己記録を目指してフルマラソンに参加。猫まっしぐらの「湘にゃんラン」に期待！

○東洋大学陸上競技部を箱根の優勝に導いた 川嶋伸次さん
89 年旭化成陸上競技部時代は各種駅伝大会などで活躍、「ミスター駅伝」の異名を持つ。シドニーオリンピック男
子マラソン代表。 02～08 年、東洋大学陸上競技部監督。今回はフルマラソンに参加。

○トークショーのゲストに早稲田の渡辺康幸さん、関東学連駅伝対策委員長・大後栄治さん
湘南のコースは箱根駅伝の 3 区 7 区が含まれている。箱根を目指す大学の学生たちが腕試しに走って
もらえるよう招待した。日本大学、山梨学院大学、早稲田大学から各 5 名が１０ｋｍに参加。
また、「マラソン談義」には、早稲田の競争部・渡辺監督、関東学連駅伝対策・大後栄治さん（神奈川大
学）が参戦し、「走る」こと、それをサポートする難しさや喜びなどを語っていただく。
○応援ランナーに 柳野玲子さん、浜田峰子さん、川崎希さん、青木ケイトさん １０ｋｍ参加。
初心者にも優しいフラットなコース。「走る」ことを始めた女性タレント（モデル）が参加者を応援しながら
１０ｋｍを走る。浜田峰子さんはフードニスタ、川崎希さんはＡＫＢ４８出身。

◆ 招待ゲスト
高尾憲司選手
第 1 回のフルマラソン男子の部で優勝（2 時間 22 分 19 秒）。第 2 回の３０ｋｍの部でも優勝。（第 3 回は不参加）。
高校生の頃から姫路城の 10 マイルロードレースなどジュニア記録を多数塗り替え、中・長距離のランナーとしてその名を
轟かせる。高校卒業後は名門・旭化成株式会社の陸上部に入部。実業団駅伝をはじめ、バンコクで開催されたアジア大
会で 10000m を制するなど輝かしい実績を積みあげた。2005 年旭化成を退社し、2006 年「RUNNING CLUB BLOOMING」
を設立。ジュニア向けの陸上教室を開くなど、走ることの楽しさ広めるための活動を展開。

◆湘南ライブ
茅ヶ崎観光協会推薦！ クリムゾントリックスターズ ８時 45 分～9 時 15 分
2003 年に結成。横浜・茅ヶ崎・都内を中心に活動中の男性 5 人組。
2009 年初夏、佐々木 忠平氏(めんたんぴん)プロデュースによる、1st ミニアルバム「エボシ★ヒーロー」をリリース！

間 慎太郎

13 時 30 分～14 時

1 回目からの大会応援団 間寛平さんの長男。今回は父親に代わって、ライブで応援。本人は東海大学出身で
箱根を目指したこともあるとか。
07 年 6 月、初のフルアルバム「シンプルマン」（前作同様に弥吉淳二氏サウンドプロデュース）は、音楽ファンだ
けでなく幅広い層に支持を受ける。また New アルバム「ヒシメキサイン」は初のセルフプロデュース楽曲を収録。

◆大会の特長◆
■ 湘南を横でつなぎたい ～ ウォーキング大会 初開催！
藤沢・茅ヶ崎・平塚・大磯・二宮と「湘南」を横でつないだコースになっていることから、「走る」ひとだけではなく、
いろいろな方々が横でつながってほしいという願いがあり、今回は「歩く」ひとのために大会前日『ウォーキング
大会』を開催。大磯・平塚・茅ヶ崎の各会場から約２００人が江の島に向かって歩く。大磯町長・茅ヶ崎市長・藤沢市
長・実行委員長も参加。
■ ブースは５６、ボランティアスタッフは約 2300 人
「湘南国際マラソン」は地元の住民や企業、行政などが手を携え、みなさんの熱意・善意・ボランティア精神を
土台にして運営。今回の大会ボランティアは約 2300 人。地元のみなさんの出店ブース・協賛ブースは合わせて
５６（ケータリングカー８ 含む）とにぎやか。
■ 大会の柱に「環境」活動 エコフレンドシップ
第２回大会からは、「環境に配慮した大会」にむけた活動をしている。大会運営面での「環境にやさしい大会づく
り」につとめながら、参加者、応援者、ボランティアなどすべての方の「環境に対する気持ちを育てる」ことを目指
してきた。さらに、この活動に興味・関心をもつ大会スポンサーや団体で構成される「エコ・フレンドシップ」を立ち
上げ、その推進につとめている。

大会当日式典スケジュール(案）
時間

場所

関係者

内容など

7:45 開会式

ステージ

実行委員長･副委員長・５市町首長・ゲスト・招待選手紹介

開会宣言・ゲスト紹介
・湘南賞紹介

8:00 交通規制

西湘バイバス

6:45 会場オープン

8:20 フルマラソン整列開始
8:45 ウェルカムライブ

ステージ

クリムゾントリックスターズ

8:55 フルマラソンスタート式

スタート台

実行委員長・高瀬ＭＣ （ゲストランナー 川嶋伸次さん 猫ひろしさん）

9:00 フルマラソンスタート

スターター（杉山愛さん）

9:20 車いす整列開始
9:25 １０ｋｍ整列開始
実行委員長・高瀬ＭＣ

9:35 車いすスタート式
9:40 車いすスタート

スターター（副実行委員長 予定）

9:45 １０ｋｍスタート式

実行委員長・高瀬ＭＣ

9:50 １０ｋｍスタート

スターター（河野委員長 予定

10:05 車いすトップゴール予定

ゴール

ゴールコールＭＣ 樋泉 あき

10:20 １０ｋｍトップゴール予定

ゴール

ゴールコールＭＣ 樋泉 あき

10:30 車いす 表彰式

ステージ

副実行委員長・高瀬ＭＣ

11:00 １０ｋｍ 表彰式

ステージ

副実行委員長・高瀬ＭＣ

11:30 フルマラソン トップゴール予定

柳野玲子・川崎希
青木ケイト・浜田峰子

ゲストランナー 杉山愛さん）

ゴールコールＭＣ 樋泉 あき

12:00 スポンサー応援タイム

ステージ

スポンサー各社 ナイキ以外のスポンサー７社×５分

12:35 エコフレンドシップステージ

ステージ

エコフレンドシップのみなさん

12:50 フルマラソン 表彰式

ステージ

実行委員長・高瀬MC

13:30 湘南ライブ

ステージ

間慎太郎さん （キーボード奏者も）

14:00 ナイキ ヨガ ステージ

ステージ

ヨガ講師 アンジェラ磨紀バーノン

14:30 恒例！ゲスト全員集合！マラソン談義

ステージ

徳光さん司会・実行委員長・猫ひろし・早稲田駅伝監督・関東学連駅伝対策委員長・高尾憲司選手・坂本雄次

15:00 閉会式

ステージ

実行委員長・ゲスト全員・高瀬ＭＣ

閉会宣言（徳光氏）

●本件に対するお問い合わせ先
湘南国際マラソン大会事務局
〒２５９－０１１１ 神奈川県中郡大磯町国府本郷４３８
電

話

： ０４６３－７０－６６６５

フ ァ ッ ク ス

： ０４６３－７０－６２６６

携

帯 ： ０９０－４０００－９０６６（15 日）
０９０－１６２１－７８２２（16 日当日）

大会ホームページ ： http://www.shonan-kokusai.jp

ＦＡＸ：０４６３－７０－６２６６
湘南国際マラソン事務局宛
広報担当：玄真琴（げんまこと））

お手数ですが、11月7日（土）17時までに、本用紙をファックスして下さい。

第４回２００９湘南国際マラソン

取材お申込書
お申込日 ２００９年

御社名

月

日

部署

媒体名
責任者

連絡先

御担当者

ＴＥＬ：
ＦＡＸ：

＊11月7日はウォーキング大会があります。7日もご希望のかたは改めてご連絡ください。

【ライター】
11月7日

主な取材場所（相手・内容・場所）

11月8日

主な取材場所（相手・内容など）

主な取材場所（相手・内容・場所）

11月8日

主な取材場所（相手・内容など）

主な取材場所（相手・内容・場所）

11月8日

主な取材場所（相手・内容など）

取材者名

【カメラマン】
11月7日
取材者名

【ENG取材】
11月7日
番組名

【車両】＊基本的には各社１台で
す
11月7日

11月8日

車両数

【本件に係るお問い合わせ先】
〒２５９－０１１１ 神奈川県中郡大磯町国府本郷４３８
湘南国際マラソン実行推進事務局(株式会社ランナーズ・ウェルネス内）
ＴＥＬ：０４６３－７０－６６６７、 ＦＡＸ：０４６３－７０－６２６６
玄真琴（げんまこと） 携帯：０９０－４０００－９０６６
Ｅ-mail：gen@r-wellness.com
ＵＲＬ ：http://www.shonan-kokusai.jp

