
１ 万全の体調でご参加ください。
　当日の参加は自己責任です。十分ト

レーニングをした上で参加してくださ

い。体調がすぐれない場合や医師から心

疾患等で診断を受けている場合などは参

加を控えてください。

　また、水分補給に努め、体調に異常を

感じたら早めに中止しましょう。

２ 安全なスタートにご協力ください。
　安全かつ円滑なスタートとなるよう、

整然とお進みください。スタートブロッ

ク整列時の無理な前進、スタート直後の

急加速、追い越し、急停止、歩道等の走

行などは大変危険ですので絶対にしない

でください。

３ マナーアップ
　沿道での立ち小便は禁止です。大会会

場及び沿道では、主催者の用意するトイ

レをご利用ください。トイレは、コース

沿いに１～３km ごとに設置します。

　ゴミのポイ捨ても禁止です。当日発生

したゴミは、会場や給水所に設置するゴ

ミ箱に捨てるか、ご自身でお持ち帰りく

ださい。

４ 道路・駐車場は混雑します。
　丹南篠山口ＩＣから会場に向かう経路

は、例年大変混雑します。時間には十分

ゆとりをもってご来場ください。お帰り

の際も同様に渋滞が予想されます。

　また、大会駐車場の収容台数には限り

があります。大会では公共交通機関での

ご来場をおすすめしています。

５ 貴重品の管理はご自身で
　貴重品は車内に放置したり会場に持ち

込んだりしないでください。持参される

場合は、できるだけ軽量にし、身につけ

て出走してください。（会場内に荷物預

かり所を設けていますが、貴重品をお預

かりできません。）

６ チップ回収にご協力ください。
　ゴール後、計測チップは回収します。

円滑な回収にご協力ください。

　なお、当日不参加や途中リタイア等に

より、当日にチップ返却ができない方は、

同封のチップ返却用封筒にて送付してく

ださい。

特にご留意いただきたいこと
第３７回篠山ＡＢＣマラソン大会

大会参加についてのご案内
第３７回篠山ＡＢＣマラソン大会に申し込みいただき、ありがとうございます。
本状に記載の点に十分ご留意いただき、ご参加くださいますようご案内申し上げます。

平成２９年３月５日（日）大会期日

●ナンバーカード・計測チップを事前送付しています。出走の際に必要となりますので、
当日必ずご持参ください。（篠山市内宿泊付申込の方は、旅館にてお渡し）

●同封の「ナンバーカード」または「計測チップ」を紛失、もしくは忘れた場合、当日会場
で再発行（有料1,500 円）が必要となります。「記念品引換券」の再発行は行いません。

●不参加の場合は、同封の封筒で計測チップをご返却ください。
●前日及び当日の選手受付は不要ですが、会場周辺は交通規制、渋滞、駐車場満車等
の影響で大変混雑します。時間には十分ゆとりをもってお早めにご来場ください。

日本遺産のまち 丹波篠山を走ろう！日本遺産のまち 丹波篠山を走ろう！

大会は雨天決行ではありますが、災害などにより大会開催を中止する場合は、次のサイトに掲載します。
新着情報の欄をご確認ください。お電話での問合せはご遠慮願います。
　　　　　篠山ＡＢＣマラソン大会公式サイト　http://sasayama-abc-marathon.jp/

大会開催情報

公共交通機関でのご来場を強くおすすめしています。
大会当日は、大会会場へ向かう道路が大変混雑します。
例年、渋滞や駐車場満車が発生していますので、大会では公
共交通機関利用によるご来場を強くおすすめしています。
お車でのご来場はできるだけご遠慮くださいますようお願い
いたします。

ＪＲ篠山口駅（西口）から大会会場行きの路線バス（片道290円）をご
利用ください。
大会臨時バスまたは篠山営業所行にご乗車いただき、二階町バス停また
は臨時バス停（篠山歴史美術館前に当日のみ設置）にて下車。お帰りの
際も同バス停をご利用ください。

電車でお越しの場合

※時間には十分ゆとりをもって、ご来場くださいますようお願いいたします。



１．ナンバーカード・計測チップを当日必ずご持参ください！（篠山市内宿泊付申込の方は、旅館にてお渡し）
　あなたの番号は、同封の「ナンバーカード」に記した番号です。出走の際に必要となりますので、当日必ずご持参ください。
　ナンバーカードは衣服の胸部と背部にはっきりと見えるように、計測チップは必ず靴に装着ください。

２．記念品引換
　次の記念品引換所に「記念品引換券」を提出してください。参加記念Ｔシャツと大会プログラムをお渡しします。
　

３．更衣室
　ご利用可能な時間は、７：30～16：30です。

　貴重品は各自で責任を持って管理してください。紛失、盗難等についての責任は一切負いません。
４．荷物一時預かり
　利用希望の場合、同封の「荷物一時預かり専用袋」に所定の「ナンバー表示シール（ナンバーはご自分で記入）」を貼り、専用袋にで
きるだけ小さくまとめた荷物を入れて、荷物一時預かり所窓口に提出してください。（貴重品や機器類は預かれません。荷物は棚に
積んで保管します。万が一、破損がある場合も内容物の賠償はいたしかねます。）

　ご利用可能な時間は、８：00～16：30です。16：30までに必ず荷物をお引き取りください。
５．給水・給食
　今回からスタート前の給水コーナーを大会会場内に新設します。ご利用ください。
　スペシャルドリンク（選手自身がご用意された飲料）は、15
㎞地点以降５㎞ごとに設置するスペシャルテーブルにて配布
可能です。スペシャルドリンク設置希望の選手は、スペシャル
ドリンク受付（会場図参照）へ飲料を提出してください。
　　・スペシャルドリンク受付時間は、当日８：00～9：45です。
　　・希望地点、番号、氏名をはっきりと明記した上で提出してく

ださい。
　　・キャップのあるボトル等に入れられた飲料のみを受付対象

とします。ビン入り飲料や食べ物（バナナ等）は安全および
衛生上の都合によりお断りいたします。

　　・運搬の都合上、過度に大きな識別表示を付属することは避
けてください。

６．計測とチップの返却
　皆さまの記録は、計測チップによりコンピュータ処理を行い
ます。各計測地点に敷設するマットを確実に踏んでください。
　レース終了後は、必ず計測チップ回収所にて計測チップを返
却してください。計測チップ回収所は、フィニッシュ地点およ
び収容バス降車場所（篠山市民センター駐車場）です。
７．スタートの方法
　スタートは、登録の部が10：40、未登録の部が10：50です。　10：00～10：30にスタートブロックに入場し、整列してください。
　未登録の部では、スタートブロックをＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４つに区分しています。あなたのスタートブロックをナンバーカードに記
載していますので、ご確認ください。10：30の整列に遅れた選手は最後方ブロックからのスタートとなります。
　スタート時は非常に混雑します。安全を最優先し、マナーおよび主催者の指示を守ってください。
８．式典
　大会会場特設ステージにおいて、９：50からプレ開会式、10：10から開会式を行います。開会行事はスタートブロックへの選手入
場と同時進行となります。表彰式は、14：00以降順次、各種目上位８名の選手を対象に行います。
９．助力及び伴走の禁止
　競技中はいかなる方法によっても他人の助力を受けてはなりません。（視覚障がい者の伴走を除く）
　また、自転車等による伴走はいかなる方法も禁止いたします。
10．距離表示
　次の地点に距離表示看板を設置します。
　１㎞、２㎞、３㎞、４㎞、５㎞、10㎞、15㎞、20㎞、中間点、21㎞～41㎞の１㎞ごと、あと５㎞、あと４㎞、あと３㎞、あと２㎞、あと１㎞
11．関門閉鎖
　次のとおり関門閉鎖を行います。リタイアされた選手は速やかにレースを終了してください。各関門閉鎖後の計測は行いませ
ん。（完走扱いとはなりません。）
　なお、各関門付近やレース最後方には収容バスを配車しますのでご利用ください。

１２．完走証（事前申込制）
　事前申込者には後日「フィニッシュ写真入り完走証」を郵送いたします。ナンバーカードが認識しやすいよう胸を張ってフィ
ニッシュ地点を通過してください。なお、フィニッシュ後は、立ち止まらずに係員の誘導に従ってお進みください。
１３．健康管理
　申込時にご承諾いただいた申込規約に記載のとおり、大会には自己の責任において万全の体調で参加してください。
　大会当日、健康診断コーナーを大会会場医務テント内に開設します。ご希望の方はご利用ください。（８：３０～１０：００）
　なお、気分が悪いときや体調がすぐれないときは、すぐにレースを中止し、お近くの係員に連絡してください。万が一に備え、健
康保険証を携行されることをおすすめします。
１４．手話通訳
　大会当日、大会会場に手話通訳者を配置します。式典での手話通訳実施のほか、
会場内の各窓口などで手話通訳対応をいたします。
１５．入浴サービス
　次のところで入浴の無料サービスを行います。
　施設窓口にてナンバーカードの提示が必要です。
　入れ墨、タトゥーのある方のご利用はできません。
　　男子　王地山公園ささやま荘（篠山市河原町）
　　女子　兵庫県立憩いの家 新たんば荘（篠山市郡家）（いずれも送迎バス等の運行はありません。）
１６．ご来場方法
●電車（ＪＲ）でお越しの方
　ＪＲ福知山線 篠山口駅 にて下車。
　ＪＲ篠山口駅西口から大会会場行きの路線バス（片道290円）をご利用ください。
　篠山営業所行きまたは臨時バス乗車。二階町バス停または臨時バス停（篠山歴史美術館前に当日のみ設置）にて下車。お帰りの際も
同バス停をご利用ください。
●マラソンバス（要事前申込）でお越しの方
　神姫バスツアーズ㈱が実施する京阪神エ
リアからの往復ツアーバスです。事前に乗
車申込をされた方は、神姫バスツアーズ㈱
から案内された乗降場所や乗車時刻によ
り、マラソンバスをご利用ください。
●お車でお越しの方
　駐車場は別図のとおりです。収容台数には
限りがありますので、満車の場合はご利用
いただけない場合があります。大会では公共交通機関でのご来場をおすすめしています。
　なお、舞鶴若狭自動車道（丹南篠山口ＩＣ）から大会会場を結ぶ道路は例年渋滞が発生します。時間には十分ゆとりをもって、お早
めにご来場ください。お帰りの際もお気をつけください。

《バスには複数の種類があります。乗り間違えのないようご注意ください。》
ＪＲ篠山口駅西口と大会会場を結ぶ路線バスです。
神姫グリーンバスが運行。片道２９０円。路線バス 往路：ＪＲ篠山口駅西口バス停

復路：二階町バス停、臨時バス停
大阪・新大阪・三ノ宮・姫路・京都の各ＪＲ駅前と大会
会場を結ぶ送迎バスです。要事前申込。マラソンバス 往路：各ＪＲ駅前（詳細は乗車券に記載）

復路：篠山市民センター駐車場
遠方の大会駐車場と大会会場を結び送迎するバス
です。お帰りの際も同バス乗車が必要です。駐車場送迎バス 往路：遠方の大会駐車場（一部のみ）

復路：篠山市民センター西側玄関前
リタイアされた選手をコース上から大会会場へお送
りするバスです。選手収容バス コース上

（篠山市民センターにて下車）

１１～
２００１～
３００１～
１２００１～

水色
桃色
黄色
橙色

ナンバーカード スタートナンバー種　別
男子
女子
男子
女子

登録の部

未登録の部

１０：４０
１０：４０
１０：５０
１０：５０

６.８㎞
18.2 ㎞
24.1 ㎞

閉鎖時刻距　離関　門
第 1関門
第 2関門
第 3関門

11：50
13：05
13：45

30.6 ㎞
36.3 ㎞

42.195 ㎞

閉鎖時刻距　離関　門
第４関門
第５関門
フィニッシュ

14：30
15：10
16：00

篠山市役所１階ホール、篠山市役所前特設テント、篠山市民センター（２階多目的ホール）
たんば田園交響ホールロビー、篠山市民センター（２階催事場）

男子
女子

たんば田園交響ホール西駐車場（篠山郵便局の向かい側）
大会会場内（篠山城跡三の丸広場）

登録の部
未登録の部

３月 4日（土）14：00～ 18：00
３月 5日（日）  ７：30～  ９：30

前　日
当　日

篠山市民センター１階
大会会場：篠山城跡三の丸広場内

スペシャルドリンク 水 スポーツドリンク スポンジ しし汁距 離給水所
大会会場内
10.3km
15.3km
15.4km
20.3km
20.5km
21.0km
24.5km
25.2km
25.4km
30.2km
30.4km
32.8km
35.4km
36.6km
40.5km
大会会場内

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○
○

○ （新設）
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

スタート

10km給水所

15km給水所

20km給水所

しし汁コーナー

25km給水所

30km給水所

しし汁コーナー

35km給水所

40km給水所
フィニッシュ



１．ナンバーカード・計測チップを当日必ずご持参ください！（篠山市内宿泊付申込の方は、旅館にてお渡し）
　あなたの番号は、同封の「ナンバーカード」に記した番号です。出走の際に必要となりますので、当日必ずご持参ください。
　ナンバーカードは衣服の胸部と背部にはっきりと見えるように、計測チップは必ず靴に装着ください。

２．記念品引換
　次の記念品引換所に「記念品引換券」を提出してください。参加記念Ｔシャツと大会プログラムをお渡しします。
　

３．更衣室
　ご利用可能な時間は、７：30～16：30です。

　貴重品は各自で責任を持って管理してください。紛失、盗難等についての責任は一切負いません。
４．荷物一時預かり
　利用希望の場合、同封の「荷物一時預かり専用袋」に所定の「ナンバー表示シール（ナンバーはご自分で記入）」を貼り、専用袋にで
きるだけ小さくまとめた荷物を入れて、荷物一時預かり所窓口に提出してください。（貴重品や機器類は預かれません。荷物は棚に
積んで保管します。万が一、破損がある場合も内容物の賠償はいたしかねます。）

　ご利用可能な時間は、８：00～16：30です。16：30までに必ず荷物をお引き取りください。
５．給水・給食
　今回からスタート前の給水コーナーを大会会場内に新設します。ご利用ください。
　スペシャルドリンク（選手自身がご用意された飲料）は、15
㎞地点以降５㎞ごとに設置するスペシャルテーブルにて配布
可能です。スペシャルドリンク設置希望の選手は、スペシャル
ドリンク受付（会場図参照）へ飲料を提出してください。
　　・スペシャルドリンク受付時間は、当日８：00～9：45です。
　　・希望地点、番号、氏名をはっきりと明記した上で提出してく

ださい。
　　・キャップのあるボトル等に入れられた飲料のみを受付対象

とします。ビン入り飲料や食べ物（バナナ等）は安全および
衛生上の都合によりお断りいたします。

　　・運搬の都合上、過度に大きな識別表示を付属することは避
けてください。

６．計測とチップの返却
　皆さまの記録は、計測チップによりコンピュータ処理を行い
ます。各計測地点に敷設するマットを確実に踏んでください。
　レース終了後は、必ず計測チップ回収所にて計測チップを返
却してください。計測チップ回収所は、フィニッシュ地点およ
び収容バス降車場所（篠山市民センター駐車場）です。
７．スタートの方法
　スタートは、登録の部が10：40、未登録の部が10：50です。　10：00～10：30にスタートブロックに入場し、整列してください。
　未登録の部では、スタートブロックをＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４つに区分しています。あなたのスタートブロックをナンバーカードに記
載していますので、ご確認ください。10：30の整列に遅れた選手は最後方ブロックからのスタートとなります。
　スタート時は非常に混雑します。安全を最優先し、マナーおよび主催者の指示を守ってください。
８．式典
　大会会場特設ステージにおいて、９：50からプレ開会式、10：10から開会式を行います。開会行事はスタートブロックへの選手入
場と同時進行となります。表彰式は、14：00以降順次、各種目上位８名の選手を対象に行います。
９．助力及び伴走の禁止
　競技中はいかなる方法によっても他人の助力を受けてはなりません。（視覚障がい者の伴走を除く）
　また、自転車等による伴走はいかなる方法も禁止いたします。
10．距離表示
　次の地点に距離表示看板を設置します。
　１㎞、２㎞、３㎞、４㎞、５㎞、10㎞、15㎞、20㎞、中間点、21㎞～41㎞の１㎞ごと、あと５㎞、あと４㎞、あと３㎞、あと２㎞、あと１㎞
11．関門閉鎖
　次のとおり関門閉鎖を行います。リタイアされた選手は速やかにレースを終了してください。各関門閉鎖後の計測は行いませ
ん。（完走扱いとはなりません。）
　なお、各関門付近やレース最後方には収容バスを配車しますのでご利用ください。

１２．完走証（事前申込制）
　事前申込者には後日「フィニッシュ写真入り完走証」を郵送いたします。ナンバーカードが認識しやすいよう胸を張ってフィ
ニッシュ地点を通過してください。なお、フィニッシュ後は、立ち止まらずに係員の誘導に従ってお進みください。
１３．健康管理
　申込時にご承諾いただいた申込規約に記載のとおり、大会には自己の責任において万全の体調で参加してください。
　大会当日、健康診断コーナーを大会会場医務テント内に開設します。ご希望の方はご利用ください。（８：３０～１０：００）
　なお、気分が悪いときや体調がすぐれないときは、すぐにレースを中止し、お近くの係員に連絡してください。万が一に備え、健
康保険証を携行されることをおすすめします。
１４．手話通訳
　大会当日、大会会場に手話通訳者を配置します。式典での手話通訳実施のほか、
会場内の各窓口などで手話通訳対応をいたします。
１５．入浴サービス
　次のところで入浴の無料サービスを行います。
　施設窓口にてナンバーカードの提示が必要です。
　入れ墨、タトゥーのある方のご利用はできません。
　　男子　王地山公園ささやま荘（篠山市河原町）
　　女子　兵庫県立憩いの家 新たんば荘（篠山市郡家）（いずれも送迎バス等の運行はありません。）
１６．ご来場方法
●電車（ＪＲ）でお越しの方
　ＪＲ福知山線 篠山口駅 にて下車。
　ＪＲ篠山口駅西口から大会会場行きの路線バス（片道290円）をご利用ください。
　篠山営業所行きまたは臨時バス乗車。二階町バス停または臨時バス停（篠山歴史美術館前に当日のみ設置）にて下車。お帰りの際も
同バス停をご利用ください。
●マラソンバス（要事前申込）でお越しの方
　神姫バスツアーズ㈱が実施する京阪神エ
リアからの往復ツアーバスです。事前に乗
車申込をされた方は、神姫バスツアーズ㈱
から案内された乗降場所や乗車時刻によ
り、マラソンバスをご利用ください。
●お車でお越しの方
　駐車場は別図のとおりです。収容台数には
限りがありますので、満車の場合はご利用
いただけない場合があります。大会では公共交通機関でのご来場をおすすめしています。
　なお、舞鶴若狭自動車道（丹南篠山口ＩＣ）から大会会場を結ぶ道路は例年渋滞が発生します。時間には十分ゆとりをもって、お早
めにご来場ください。お帰りの際もお気をつけください。

《バスには複数の種類があります。乗り間違えのないようご注意ください。》
ＪＲ篠山口駅西口と大会会場を結ぶ路線バスです。
神姫グリーンバスが運行。片道２９０円。路線バス 往路：ＪＲ篠山口駅西口バス停

復路：二階町バス停、臨時バス停
大阪・新大阪・三ノ宮・姫路・京都の各ＪＲ駅前と大会
会場を結ぶ送迎バスです。要事前申込。マラソンバス 往路：各ＪＲ駅前（詳細は乗車券に記載）

復路：篠山市民センター駐車場
遠方の大会駐車場と大会会場を結び送迎するバス
です。お帰りの際も同バス乗車が必要です。駐車場送迎バス 往路：遠方の大会駐車場（一部のみ）

復路：篠山市民センター西側玄関前
リタイアされた選手をコース上から大会会場へお送
りするバスです。選手収容バス コース上

（篠山市民センターにて下車）
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篠山市民センター１階
大会会場：篠山城跡三の丸広場内
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１．ナンバーカード・計測チップを当日必ずご持参ください！（篠山市内宿泊付申込の方は、旅館にてお渡し）
　あなたの番号は、同封の「ナンバーカード」に記した番号です。出走の際に必要となりますので、当日必ずご持参ください。
　ナンバーカードは衣服の胸部と背部にはっきりと見えるように、計測チップは必ず靴に装着ください。

２．記念品引換
　次の記念品引換所に「記念品引換券」を提出してください。参加記念Ｔシャツと大会プログラムをお渡しします。
　

３．更衣室
　ご利用可能な時間は、７：30～16：30です。

　貴重品は各自で責任を持って管理してください。紛失、盗難等についての責任は一切負いません。
４．荷物一時預かり
　利用希望の場合、同封の「荷物一時預かり専用袋」に所定の「ナンバー表示シール（ナンバーはご自分で記入）」を貼り、専用袋にで
きるだけ小さくまとめた荷物を入れて、荷物一時預かり所窓口に提出してください。（貴重品や機器類は預かれません。荷物は棚に
積んで保管します。万が一、破損がある場合も内容物の賠償はいたしかねます。）

　ご利用可能な時間は、８：00～16：30です。16：30までに必ず荷物をお引き取りください。
５．給水・給食
　今回からスタート前の給水コーナーを大会会場内に新設します。ご利用ください。
　スペシャルドリンク（選手自身がご用意された飲料）は、15
㎞地点以降５㎞ごとに設置するスペシャルテーブルにて配布
可能です。スペシャルドリンク設置希望の選手は、スペシャル
ドリンク受付（会場図参照）へ飲料を提出してください。
　　・スペシャルドリンク受付時間は、当日８：00～9：45です。
　　・希望地点、番号、氏名をはっきりと明記した上で提出してく

ださい。
　　・キャップのあるボトル等に入れられた飲料のみを受付対象

とします。ビン入り飲料や食べ物（バナナ等）は安全および
衛生上の都合によりお断りいたします。

　　・運搬の都合上、過度に大きな識別表示を付属することは避
けてください。

６．計測とチップの返却
　皆さまの記録は、計測チップによりコンピュータ処理を行い
ます。各計測地点に敷設するマットを確実に踏んでください。
　レース終了後は、必ず計測チップ回収所にて計測チップを返
却してください。計測チップ回収所は、フィニッシュ地点およ
び収容バス降車場所（篠山市民センター駐車場）です。
７．スタートの方法
　スタートは、登録の部が10：40、未登録の部が10：50です。　10：00～10：30にスタートブロックに入場し、整列してください。
　未登録の部では、スタートブロックをＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４つに区分しています。あなたのスタートブロックをナンバーカードに記
載していますので、ご確認ください。10：30の整列に遅れた選手は最後方ブロックからのスタートとなります。
　スタート時は非常に混雑します。安全を最優先し、マナーおよび主催者の指示を守ってください。
８．式典
　大会会場特設ステージにおいて、９：50からプレ開会式、10：10から開会式を行います。開会行事はスタートブロックへの選手入
場と同時進行となります。表彰式は、14：00以降順次、各種目上位８名の選手を対象に行います。
９．助力及び伴走の禁止
　競技中はいかなる方法によっても他人の助力を受けてはなりません。（視覚障がい者の伴走を除く）
　また、自転車等による伴走はいかなる方法も禁止いたします。
10．距離表示
　次の地点に距離表示看板を設置します。
　１㎞、２㎞、３㎞、４㎞、５㎞、10㎞、15㎞、20㎞、中間点、21㎞～41㎞の１㎞ごと、あと５㎞、あと４㎞、あと３㎞、あと２㎞、あと１㎞
11．関門閉鎖
　次のとおり関門閉鎖を行います。リタイアされた選手は速やかにレースを終了してください。各関門閉鎖後の計測は行いませ
ん。（完走扱いとはなりません。）
　なお、各関門付近やレース最後方には収容バスを配車しますのでご利用ください。

１２．完走証（事前申込制）
　事前申込者には後日「フィニッシュ写真入り完走証」を郵送いたします。ナンバーカードが認識しやすいよう胸を張ってフィ
ニッシュ地点を通過してください。なお、フィニッシュ後は、立ち止まらずに係員の誘導に従ってお進みください。
１３．健康管理
　申込時にご承諾いただいた申込規約に記載のとおり、大会には自己の責任において万全の体調で参加してください。
　大会当日、健康診断コーナーを大会会場医務テント内に開設します。ご希望の方はご利用ください。（８：３０～１０：００）
　なお、気分が悪いときや体調がすぐれないときは、すぐにレースを中止し、お近くの係員に連絡してください。万が一に備え、健
康保険証を携行されることをおすすめします。
１４．手話通訳
　大会当日、大会会場に手話通訳者を配置します。式典での手話通訳実施のほか、
会場内の各窓口などで手話通訳対応をいたします。
１５．入浴サービス
　次のところで入浴の無料サービスを行います。
　施設窓口にてナンバーカードの提示が必要です。
　入れ墨、タトゥーのある方のご利用はできません。
　　男子　王地山公園ささやま荘（篠山市河原町）
　　女子　兵庫県立憩いの家 新たんば荘（篠山市郡家）（いずれも送迎バス等の運行はありません。）
１６．ご来場方法
●電車（ＪＲ）でお越しの方
　ＪＲ福知山線 篠山口駅 にて下車。
　ＪＲ篠山口駅西口から大会会場行きの路線バス（片道290円）をご利用ください。
　篠山営業所行きまたは臨時バス乗車。二階町バス停または臨時バス停（篠山歴史美術館前に当日のみ設置）にて下車。お帰りの際も
同バス停をご利用ください。
●マラソンバス（要事前申込）でお越しの方
　神姫バスツアーズ㈱が実施する京阪神エ
リアからの往復ツアーバスです。事前に乗
車申込をされた方は、神姫バスツアーズ㈱
から案内された乗降場所や乗車時刻によ
り、マラソンバスをご利用ください。
●お車でお越しの方
　駐車場は別図のとおりです。収容台数には
限りがありますので、満車の場合はご利用
いただけない場合があります。大会では公共交通機関でのご来場をおすすめしています。
　なお、舞鶴若狭自動車道（丹南篠山口ＩＣ）から大会会場を結ぶ道路は例年渋滞が発生します。時間には十分ゆとりをもって、お早
めにご来場ください。お帰りの際もお気をつけください。

《バスには複数の種類があります。乗り間違えのないようご注意ください。》
ＪＲ篠山口駅西口と大会会場を結ぶ路線バスです。
神姫グリーンバスが運行。片道２９０円。路線バス 往路：ＪＲ篠山口駅西口バス停

復路：二階町バス停、臨時バス停
大阪・新大阪・三ノ宮・姫路・京都の各ＪＲ駅前と大会
会場を結ぶ送迎バスです。要事前申込。マラソンバス 往路：各ＪＲ駅前（詳細は乗車券に記載）

復路：篠山市民センター駐車場
遠方の大会駐車場と大会会場を結び送迎するバス
です。お帰りの際も同バス乗車が必要です。駐車場送迎バス 往路：遠方の大会駐車場（一部のみ）

復路：篠山市民センター西側玄関前
リタイアされた選手をコース上から大会会場へお送
りするバスです。選手収容バス コース上

（篠山市民センターにて下車）
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篠山市役所１階ホール、篠山市役所前特設テント、篠山市民センター（２階多目的ホール）
たんば田園交響ホールロビー、篠山市民センター（２階催事場）
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１ 万全の体調でご参加ください。
　当日の参加は自己責任です。十分ト

レーニングをした上で参加してくださ

い。体調がすぐれない場合や医師から心

疾患等で診断を受けている場合などは参

加を控えてください。

　また、水分補給に努め、体調に異常を

感じたら早めに中止しましょう。

２ 安全なスタートにご協力ください。
　安全かつ円滑なスタートとなるよう、

整然とお進みください。スタートブロッ

ク整列時の無理な前進、スタート直後の

急加速、追い越し、急停止、歩道等の走

行などは大変危険ですので絶対にしない

でください。

３ マナーアップ
　沿道での立ち小便は禁止です。大会会

場及び沿道では、主催者の用意するトイ

レをご利用ください。トイレは、コース

沿いに１～３km ごとに設置します。

　ゴミのポイ捨ても禁止です。当日発生

したゴミは、会場や給水所に設置するゴ

ミ箱に捨てるか、ご自身でお持ち帰りく

ださい。

４ 道路・駐車場は混雑します。
　丹南篠山口ＩＣから会場に向かう経路

は、例年大変混雑します。時間には十分

ゆとりをもってご来場ください。お帰り

の際も同様に渋滞が予想されます。

　また、大会駐車場の収容台数には限り

があります。大会では公共交通機関での

ご来場をおすすめしています。

５ 貴重品の管理はご自身で
　貴重品は車内に放置したり会場に持ち

込んだりしないでください。持参される

場合は、できるだけ軽量にし、身につけ

て出走してください。（会場内に荷物預

かり所を設けていますが、貴重品をお預

かりできません。）

６ チップ回収にご協力ください。
　ゴール後、計測チップは回収します。

円滑な回収にご協力ください。

　なお、当日不参加や途中リタイア等に

より、当日にチップ返却ができない方は、

同封のチップ返却用封筒にて送付してく

ださい。

特にご留意いただきたいこと
第３７回篠山ＡＢＣマラソン大会

大会参加についてのご案内
第３７回篠山ＡＢＣマラソン大会に申し込みいただき、ありがとうございます。
本状に記載の点に十分ご留意いただき、ご参加くださいますようご案内申し上げます。

平成２９年３月５日（日）大会期日

●ナンバーカード・計測チップを事前送付しています。出走の際に必要となりますので、
当日必ずご持参ください。（篠山市内宿泊付申込の方は、旅館にてお渡し）

●同封の「ナンバーカード」または「計測チップ」を紛失、もしくは忘れた場合、当日会場
で再発行（有料1,500 円）が必要となります。「記念品引換券」の再発行は行いません。

●不参加の場合は、同封の封筒で計測チップをご返却ください。
●前日及び当日の選手受付は不要ですが、会場周辺は交通規制、渋滞、駐車場満車等
の影響で大変混雑します。時間には十分ゆとりをもってお早めにご来場ください。

日本遺産のまち 丹波篠山を走ろう！日本遺産のまち 丹波篠山を走ろう！

大会は雨天決行ではありますが、災害などにより大会開催を中止する場合は、次のサイトに掲載します。
新着情報の欄をご確認ください。お電話での問合せはご遠慮願います。
　　　　　篠山ＡＢＣマラソン大会公式サイト　http://sasayama-abc-marathon.jp/

大会開催情報

公共交通機関でのご来場を強くおすすめしています。
大会当日は、大会会場へ向かう道路が大変混雑します。
例年、渋滞や駐車場満車が発生していますので、大会では公
共交通機関利用によるご来場を強くおすすめしています。
お車でのご来場はできるだけご遠慮くださいますようお願い
いたします。

ＪＲ篠山口駅（西口）から大会会場行きの路線バス（片道290円）をご
利用ください。
大会臨時バスまたは篠山営業所行にご乗車いただき、二階町バス停また
は臨時バス停（篠山歴史美術館前に当日のみ設置）にて下車。お帰りの
際も同バス停をご利用ください。

電車でお越しの場合

※時間には十分ゆとりをもって、ご来場くださいますようお願いいたします。
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