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スタート

フィニッシュ
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３kmの部
折り返し
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22：00

前日ランナー受付開始【西日本総合展示場新館１Ｆ】

前日ランナー受付終了

7：00

9：00

9：30

10：00

10：45

当日ランナー受付開始【北九州国際会議場１F】

当日ランナー受付終了

ランナーエリア入場開始（入場口はP2参照）

ファンランスタート

ファンラン終了（制限時間）

※悪天候や災害などで交通機関に影響が出た場合は受付時間を延長
する場合があります。ホームページを確認いただくか、コールセン
ターにお問い合わせください。

２月17日土  大会前日

2.17-18 大会スケジュール

２月18日日  大会当日

ー EXPOのお知らせ ー
2月17日土 9:00ー19:00
2月18日日 9:00ー16:00

受付会場の西日本総合展示場では、協賛企業等によるブースが上記の
時間に出展されます。ランナーだけでなく、どなたでもお楽しみいただ
けます。ご家族、お友達もお誘いあわせの上、ぜひご来場ください。

緊急車両の通行、進入について重 要
レース中に、コース上を緊急車両が通行する場合は緊急車両の通行を優先するため、ランナー
の走行を一時停止していただくことがあります。その際は、必ず係員の指示に従ってください。

コースマップ

更衣室・手荷物置場
北九州国際会議場１F

◉大会前日・当日ともに、総合案内には、手話ボランティアが待機しています。

この度は北九州マラソン2018にお申し込みいただきありがとうございます。
この「参加のご案内」をよくお読みになってご来場ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

ファンラン

参加のご案内
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西日本総合
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JR小倉駅から

ファンランランナー専用エリア
※一般の方は入る事が出来ません
のでご注意ください。

来場時の流れ
スタートの流れ
フィニッシュ後の流れ
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1234
手荷物　　西日本総合展示場
Baggage         West Japan General Exhibition Center

2018

◉ 受付にお持ちいただくもの

◉ お渡しするもの

●事前に誓約内容をよくお読みになり、各項目についてご
確認をいただき、氏名、緊急連絡先等をご記入の上、会
場にお持ちください。（裏面への記入もお忘れないよう
お願いします。）

●引換証をお忘れの方や紛失された方は再発行いたしま
す。ヘルプデスクまでお越しください。（但し、手数料と
して300円いただきます。）

※代理受付も可能です｡ただし、出走者本人による引換証の記入（裏
面含む）が必要です。
※本人確認書類は不要です。
※ナンバーカード引換証のコピーは受理できません。

会場図【西日本総合展示場新館１Ｆ・北九州国際会議場１F】

ナンバーカード引換証

50cm

70cm

●手荷物シール

●安全ピン

●ナンバーカード

●手荷物袋 ●プログラム

●防寒ポンチョ
　晴天時も
　寒さ対策にご利用ください。

●その他広告チラシ

●スタート前健康
　チェックシート

1234
手荷物　　北九州国際会議場
Baggage          Kitakyushu International Conference Center

2018

ナンバーカードセット

受付袋セット

この袋に入る物のみの
お預かりとなります。

近隣の有料駐車場は非常に混雑することが予想されます｡
自家用車などでの来場はご遠慮ください。

2月17日土 9:00～22:00

ランナー受付
前日もしくは当日のどちらかにお越しください。
※それぞれ会場が異なりますのでご注意ください。

前日

当日

西日本総合展示場新館１Ｆ
（北九州市小倉北区浅野3-8-1）

2月18日日 7:00～9:00
北九州国際会議場１F
（北九州市小倉北区浅野３-９-３０）

会場図
参照 ◉ 受付の流れ

ナンバーカード引換証を受付に渡してください。❶

❷受け取ったら内容物をご確認ください。

スポンサー名
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◉ 完走証・記念品

◉ 北九州マラソン2018・大会参加者保険について
◉ 制限時間

完走者にはフィニッシュ後に名前入りの完走証（計測記録
なし）をお渡しします。
なお、出走された方にはタオルを差し上げます。

※同封のナンバーカード引換証裏面の健康チェックリストを必ず
ご確認ください。
また、レース前やレース中、体調に異常を感じた場合は、無理を
せず棄権を申し出てください。

※当日、主催者の判断で競技中止を指示することがありますので、
ご注意ください。

※詳細につきましては、補償内容が確定後、大会ホームページに掲載
いたします。

◉ スタートエリア整列
9：30から係員の指示に従いスタートエリアへの整列を
開始します。
スタートエリアへの入場口はP2会場図をご参照ください。
出走は整列順です。
9：50からスタートセレモニーを開始します。

スタート後、45分経過した時点で失格となり、歩道
に上がっていただきます。その際は係員の指示に従ってく
ださい。

●大会参加にあたっては、十分なトレーニングを積み、しっ
かりと体調を整えてご参加ください。　

●大会中は、係員の指示に従ってください。
また、ご不明な点などがありましたら、近くにいる係員
にお尋ねください。

●他のランナーや応援者を不快にさせたり、危険が及ぶな
ど、スポーツイベントにふさわしくない仮装は認めませ
ん。また、被り物等の仮装について、本人確認のため
に、大会スタッフより顔を確認させていただく場合があ
ります。

●小さなお子様を連れての出走やベビーカーを押しながら
の出走、ペットの伴走等はできません。

本大会では、参加ランナーのみなさんが大会参加中に被っ
た傷病等に対する保険に加入します。

レース前 フィニッシュ後

その他注意事項！

◉ 必要なもの

ナンバーカード裏面

●ナンバーカード ●手荷物袋
　（手荷物シールを貼ったもの）裏面の必要事項を

必ず全て記入してください。

●ナンバーカード裏面に記載していただく「緊急連絡先」
は、緊急時に速やかに対応できるよう、必ずご家族など
参加者自身ではない方の連絡先を記載してください。

●コース上の救護所では、『命を守る』ことを最優先に対
応しています。消炎スプレーや湿布、テーピングはあり
ません。必要な方は事前にご準備ください。

●急に進路変更をしたり、立ち止まったりすると大変危険
です。特に、スタートやフィニッシュ地点付近などでは、
他のランナーとの距離を十分に保ってください。

●その他、ランナーとしての最低限のマナーを守って大会
に参加してください。コース外（歩道や反対車線など）
の走行、列への割り込み、トイレ以外での用足し、ゴミ
のポイ捨てなどは絶対にお止めください。
ランナー、応援者、周辺住民、ボランティアなどすべて
の人にとって気持ちの良い大会となるよう、皆様のご協
力をお願いします。

●大会当日は交通機関、会場などあらゆる場所で混雑が
予想されますので、時間に余裕を持ってお越しくださ
い。また、交通渋滞の発生が予想されます。マイカーの
利用はお控えください。

●不審物・不審者を発見したときは、ただちに大会スタッ
フに連絡してください。

●ドローンおよびそれに類する無人航空機の持ち込み・操
縦・飛行などを禁止します。

◉ 更衣室・手荷物置場

●入室時にナンバーカードの提示をお願いします。
また、手荷物検査を行う場合があります。
●着替えが終わった方は指定の場所に荷物を置いてくだ
さい。レース中、スタッフが管理いたします。

※手荷物は受付時にお渡しした手荷物袋に入る物のみのお預かりと
なります。
なお、手荷物袋に完全に入っていない荷物（傘など）に関してはお
預かりできませんので、ご注意ください。
※貴重品、こわれ物などはお預かりできません。

北九州国際会議場１F　7：00～
（P2会場図参照）

◉ コースについて
●コースは3kmと5kmの２種類です。当日の体調に合わせ
て走る距離をお選びください。

※小学生につきましては、身体への負担を
考慮し、３kmコースにご参加ください。

●右側走行です。また対面するランナー
と接触しないように十分注意してくだ
さい。

●各折り返し地点に係員がいますので、
係員の指示に従って折り返してください。
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過去３年間の気象データ（２月18日)

会場までのアクセス

⬇大会の最新情報をチェックしましょう。

荷物の取り違えや忘れ物のお問い合わせは、当日は総合案内、
翌日以降はコールセンターへお願いします｡

お問い合わせ

☎093-531-2515
（ ）平日9：00～17：00 ※2/17（土）9：00～22：00

※2/18（日）5：00～15：00

北九州マラソンコールセンター

本庁舎

小倉駅

井筒屋

あるあるCity

コレット/Im

平和通駅

小倉城口 (南口 )

新幹線口 (北口 )

あさの汐風公園

西日本総展示場
新館

１９９

北九州市役所

リバーウォーク
北九州

小倉記念病院

北口

南口 リーガロイヤル
ホテル小倉

北九州マラソン当日は、長時間に渡る大規模な交
通規制のため交通渋滞が予想されます。お出かけ
には、マイカーの使用を控え公共交通機関のご利
用をお願いします。

2月18日（日）は ノーマイカーデー

開催可否について
悪天候や災害などで大会を中止する
場合、大会当日朝5時に大会ホーム
ページでお知らせいたします。
※お電話でのお問合せはご遠慮くだ
さい。

各自で雨・防寒対策（手袋、帽子、ロングタイツ、アームウォーマー等）の準備をしてください。

降水量（m/m）
合　計

風速（m/s）
最大瞬間風速平均風速

気温（℃）年
最低気温 最高気温平均気温 最大風速

2016年
2017年

6.7
6.4
8.9

4.1
0
6.2

8.8
12.2
10.6

4
0
0

2.3
3
3.8

3.9
5.7
7.2

7.6
9.1
13.6

2015年

フィニッシュ地点

スタート地点

前日受付会場
ミクニワールドスタジアム

※会場への自家用車での送迎や貸切バスでの来場はご遠慮ください。

当日受付会場

西日本総合展示場１Ｆ
北九州市小倉北区浅野３丁目８-１
●JR小倉駅新幹線口より徒歩5分
（ペデストリアンデッキ直結）

前日受付会場・EXPO会場
＆スタート・フィニッシュ地点

北九州国際会議場１F
北九州市小倉北区浅野３-９-30

当日受付会場

関連イベント

ランナーサービス情報

◉豚汁サービス
フィニッシュ後に陸上自衛隊小倉駐屯地名物『小倉駐とん
汁』のふるまいを行います。
◉マッサージサービス
フィニッシュ後の疲れた体を癒しませんか。
◉コーヒーサービス
EXPO会場内に温かいコーヒーをご用意しています。

ランナーの皆様向けに様々なサービスをご用意しています。

公式ホームページ
公式Facebook https://www.facebook.com/kitakyushu.marathon.official

受付、フィニッシュ会場隣の「あさ
の汐風公園」に、北九州・京築の
グルメが大集合！楽しいイベント
盛りだくさん！家族と友達と盛り
上がろう♪

ぞっこん北九州・京築フェア

2月17日土・2月18日日　
10：00　16：00

北九州ランラン食フェスタ2018
日 時

臨時大型手荷物預かり所※有料
手荷物袋に入らない、大型バッグやスーツケースなどの手荷物
を、「臨時大型手荷物預かり所」（ＪＲ小倉駅新幹線口１階）に
てお預かりするサービスを実施します。
※お預かりできる手荷物の個数には限度があります。あらかじめご了承ください。

１日１個５００円

２０１８年２月１８日（日）６：００～１7：００
（タテ＋横＋高さの合計が180センチを超える場合は１日１個700円）
料  金

受付日時

https://kitakyushu-marathon.jp


