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〈SPECIAL〉

運営協力／武蔵ウルトラマラソンクラブ
主催／

〈来たれ、究極のジャーニーランへ！〉〈来たれ、究極のジャーニーランへ！〉



■スタート／ 4月 24 日（土）　10：00　JR 青森駅東口前

■チェックポイント／計 34 ヶ所（表 4参照）

■開会式・競技説明／ 2021 年 4月 24 日（土）　9：00　JR 青森駅東口前

■ゴール閉鎖／ 2021 年 5月 17 日（月）　22：00（制限時間 564 時間）　JR 下関駅前

■参加資格

本レースは「本州縦断・青森～下関 1,521kmフットレース」（2008 年発祥）のスペシャル

版として東京オリンピック開催イヤーを祝して実施するものです。

青森市と下関市を結ぶ全長 1,521kmに及ぶ道中ゆえ、孤独な旅になる場面が多いことは

想像に難くありません。が、長時間にわたり、同じ目的を共有する仲間たちがいるという

一体感がきっと道連れになるはず。

1 ステージレースとして他に類をみない壮大な舞台で、挑戦者一人ひとりが自らのドラ

マを演じながら、はるか彼方のゴールを目指してください。

なお、各ランナーの動向はスポーツエイド・ジャパン公式サイト、フェイスブックで追う

ことができます。

■参加料／ 6,500 円　（参加賞、資料代、事務費、賞品代、傷害保険料等）

■参加賞／オリジナル記念品

※各チェックポイント、ゴール（下関駅前）にスタッフはいません。各自メールにて到着時間を連絡

してください。制限時間を過ぎてのゴールでも完走証を発行しますので連絡してください。

①200km 以上のウルトラマラソン 大会、またはそれに準じる大会で 

2016 年 9 月以降に完走していること 

②地図を読めること

③主催者が定めるルール ( 注意事項等 )、マナーを厳守できること 

④20 歳以上であること



必ずしも主催者が設定したコース通りにたどらなくてもよいことにしますが、定められたチェックポイント

（CP）34ヶ所は必ず通過してください。不通過のチェックポイントがあった場合は失格となります。

参加者は各チェックポイント、ゴール地点の到着時間をその都度主催者が指定するアドレスに必ず連絡し

てください。適時、スポーツエイド・ジャパンのホームページ、フェイスブックでアップいたします。

何らかの事情でコース途中のある地点から逆戻りしたり、離れた場合は、その地点まで乗物を利用して移動

することができます。

リタイヤする場合やアクシデントがあった場合は、速やかに主催者に連絡してください。

参加者はすべての荷物を背負って走ることになりますが、専属サポーターをつけることもできます。

途中、エイドステーションは一切ありませんので、各自コンビニ等で飲食物の補給を行ってください。

レース中の主催者からの情報提供は、電話、メール等の通信手段で行うことになりますので携帯電話は必

携です。

主催者はレース中での休憩、宿泊施設の案内、斡旋はいたしませんので、それらの確保は参加者自身で行

ってください。

自然災害や道路工事等により、定めたコースを大幅に変更せざるをえない場合は、状況に応じて迂回してく

ださい。その場合も主催者に連絡してください。

歩行者として交通法規ルールを遵守し、何よりも安全を最優先しながら進んでください。
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スポーツエイド・ジャパンの公式サイト「エントリーフォーム」（http://sportsaid-japan.org/NEW/entry/）から
エントリーしてください。参加料は下記口座までご送金ください。エントリーの受理と参加料の受領をもって正
式エントリーとし、コースマップ等資料をお送りいたします。

追加エントリー

■郵便局の払込取扱票による郵便振替
　口座記号番号 00100-3-666815   加入者名 スポーツエイド・ジャパン
■銀行等、他の金融機関からの振込み
　ゆうちょ銀行〇一九（ゼロイチキュウ）店  当座0666815 加入者名 スポーツエイド・ジャパン　
※〇一九（ゼロイチキュウ）店は支店名一覧の「サ行・セ」のなかにあります。

スポーツエイド・ジャパン内 大会事務局

埼玉県入間郡毛呂山町阿諏訪1221

TEL/049-294-5603、080-5085-5603　FAX/049-298-7788

E-mail   info@sportsaid-japan.org

URL      http://sportsaid-japan.org/

問合せ先

注意事項

■エントリー期間　　1月 20日（水）～3月 26日（金）



■チェックポイント設置地点、および走路

CP間距離 距離 CP設置地点・通過地点  　　　　　　　　　                走路

START　 　0.0 　　  0.0　　   　

  　　　　　　　　 15.9        　

CP 1　　　 23.1 　  23.1        　

  　　　　　           43.8      　

CP 2　 　　38.4   　61.5       

 　　　　                76.9      

CP 3　 　　19.1  　 80.6       

CP 4　 　　16.8   　97.4       　

  　　　　 　　　  111.4     

  　　　　　　　   174.1     　 

CP 5　 　　82.0     179.4     　

CP 6 　　　75.9     255.3     　

  　　　　　　　   275.3      

CP 7 　　　25.3     280.6      　

  　　　　　　      301.2    

CP 8 　　　52.2    332.8    

  　　　　   　　   340.3    　

  　　　　　　      374.3      

CP 9　　　 51.6    384.4    　

CP10　　　45.8     430.2    

  　　　　　　　   491.5　              　 

CP11　　　82.6     512.8                  

CP12 　　  35.8     548.6                 　

CP13 　　  64.5     613.1                 　 

  　　　                661.5                  　

CP14 　　  55.0     668.1                  　

  　　　                689.1                　

CP15    　   41.1    709.2                  　

 　　   　              719.4                　 

CP16　　　 20.9    730.1                　   

  　　　　　　　  738.0                　  

CP17　　　51.9    782.0                　

  　　　　　　　  802.4                  

  　　　　　　　  804.4                      

CP18    　   24.5    806.5                　

  　　　　            813.0     　　　　　           

  　　　　　　　  813.6                  　 

CP19 　　   56.6    863.1 　　　　  　

CP20  　     72.3    935.4　　　　   　 

CP21   　   14.8     950.2  　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　              

CP22　       32.6    982.8  　　　　　　　 

CP23　 　  17.0     999.8  　　　　　　       　

CP24  　     45.0  1044.8                            

CP25 　　　24.8  1069.6                           　

             　         1084.8  　　　　　　

CP26     　  18.6  1088.2       　　　　　　　　

             　          1093.3 　 

CP27    　   92.7   1180.9                            　

CP28   　    26.1  1207.0  　　　　        

CP29     　  65.6  1272.6 　　　　　　        　

CP30   　    38.1  1310.7  　　　　　         　

CP31   　    60.4  1371.1  　　             

CP32  　     37.4  1408.5  　　                  

CP33  　     42.3  1450.8 　　　                 

CP34  　     13.2  1464.0  　　　　　　      

                          1514.1　                        　　　　　　　　 　

GOAL  　    57.0  1521.0     　

　　

     

青森県青森市　青森駅前　　　　　　　　　  　　　  

青森県青森市　浪岡字大釈迦・R101分岐点

青森県青森市　浪岡・県道13分岐点 　

青森県大鰐町　鯖石・R7合流点 　　　   

青森・秋田県境　矢立峠　　　　　　　　　　　　　 

秋田県大館市 　釈迦内家下三叉路 　　　　

秋田県大館市　市街・市役所前交差点　　　　　　   

秋田県北秋田市　大堤T字路・R105分岐点 　　　　

秋田県北秋田市  　米内沢・R105旧道分岐          

秋田県秋田市　土崎・臨海道路入口T字路 　　　　

秋田県秋田市 市街・山王十字路 　　　　

秋田・山形県境　有耶無耶の関跡 　　　

山形県酒田市 宮海新林・R112分岐点 　          

山形県酒田市 酒田市役所前 　　　　　　　　　　  

山形県鶴岡市 加茂・県道50分岐点 　　　　

山形・新潟県境　鼠ヶ関 　　　　　　　　       

新潟県村上市 勝木・Ｒ345分岐点 　　　　

新潟県村上市 市街・肴町交差点 　　　　

新潟県村上市 旭橋南詰・県道3分岐点 　　　　

新潟県新潟市 新潟駅前　  

新潟県出雲崎町　住吉町・Ｒ352分岐点 　　　　

新潟県柏崎市 市街・柳橋町交差点 　　　　

新潟県上越市 市街・下源入交差点 　　　　

新潟・富山県境　境橋 　　　　　　　　　　   

富山県富山市 金泉寺・Ｒ41分岐点 　　　　

富山県富山市 市街・城址公園前交差点 　　　　

富山県高岡市 四屋交差点・Ｒ8合流点 　　　　

富山・石川県境　倶利伽羅トンネル 　　　　

石川県金沢市 今町ヨ・Ｒ159分岐点 　　　　

石川県金沢市 市街・兼六園下交差点 　　　　

石川県野々市町　三日市交差点・Ｒ8合流点 　　　　

石川・福井県境　牛ノ谷峠 　　　　　　　　　  　

福井県福井市 新保交差点・Ｒ416分岐点　　　　　  

福井県福井市 幾久第二交差点・県道30分岐点　　　 

福井県福井市 市街・裁判所前交差点 　　　　

福井県福井市 今市交差点・県道32分岐点　　　　　 

福井県福井市 大土路交差点・Ｒ8合流点 　　　　

福井県敦賀市 岡山１交差点・Ｒ27分岐点 　　　　

福井県・京都府境　青葉トンネル 　　　　　　　　　　  

京都府舞鶴市 大手交差点・R175分岐点

京都府JR西舞鶴駅前 　　　　

京都府福知山市　牧交差点・R9合流点 　　　　

京都府・兵庫県境 　　　　　　　　　　　　　　　　　 

兵庫県香美町 村岡地域局前 　　　　　　　　　　　

兵庫・鳥取県境　蒲生トンネル 　　　　　　　　　      

鳥取県鳥取市 福部町細川・県道319分岐点 　　　　

鳥取県鳥取市 日本海岸・オアシス広場前 　　　　

鳥取県鳥取市 覚寺交差点 　　　　　　　　　　　

鳥取・島根県境  　　　　　　　　　　　　　　　　　

島根県松江市 市街・西津田交差点 　　　　

島根県大田市 市街・和江港入口交差点 　　　　

島根県江津市 江津駅前 　　　　　　　　　     

島根県益田市 市街・中吉田交差点              

島根・山口県境　野坂トンネル 　　　　　　          　 

山口県・山口市　市街・県庁前交差点 　　      

山口県・山口市　長谷交差点・県道335分岐点 　　　　

山口県下関市 印内T字路・Ｒ9分岐点 　　　  

山口県下関市 下関駅前 
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