
R4年度九州山口スポーツイベントカレンダー

電話 メール ＵＲＬ

17 日 日 宮崎県 宮崎市 マラソン
第37回・2022宮崎シーガイア

ジョギング・ユニファイド大会

宮崎シーガイアジョギング・ユニ

ファイド大会実行委員会
― 1,849名

一ツ葉有料道路を使用するハーフマラソン、2km、

5km、10kmの部門と障がいのある方も参加できる

ユニファイド部門、ウォーキング部門、ノルディッ

クウォーキング部門を設け、誰もが参加できる楽し

いジョギング大会を目指し、健康増進、社会福祉の

心の醸成、さらには県内外の参加者を迎えることか

ら、観光宮崎の振興を図ることも目的としている。

（株）アイ・サム内

092-710-0281

宮崎シーガイアジョ

ギング・ユニファイ

ド実行委員会

0985-39-5418

y3094m@yahoo.co

.jp

http://i-sam.co.jp/miyazaki-

seagaia-jogging/index.html（外部

サイトへリンク）

17 日 日 沖縄県 石垣市 トライアスロン 石垣島トライアスロン大会 石垣島トライアスロン実行委員会 締切済 1,037名

オリンピック・ディスタンスで行われる大会。日本

国内でのレースとは思えない南国特有の地形を生か

したトロピカルなコース。世界屈指の透明度を誇る

碧い海を泳ぎ 沖縄県最高峰の雄大な於茂登岳の新

緑を駆け 日本本土とは一味違った南国の街並みを

走る。

0980-87-0085
info@ishigaki-

triathlon.jp

https://ishigaki-

triathlon.jp/

29 日 金 熊本県 南関町 マラソン 第38回関所健康マラソン大会 南関町 ― 1,080名 ※コロナの影響でR4年度中止 0968-57-8507 ー ー

未定 大分県 臼杵市 マラソン 臼杵市さくらマラソン大会 ― 1,021名 ー ー

未定 沖縄県 うるま市 ロードレース あやはし海中ロードレース大会 ― 9,771名 ー ー

未定 福岡県 大野城市 ロードレース 大野城いこいの森ロードレース ― 1,248名 ー ー

未定 大分県 佐伯市 マラソン 佐伯番匠健康マラソン大会 ― 1,137名 ー ー

未定 大分県 杵築市 マラソン 山香エビネマラソン ― 2,000名 ー ー

中止 鹿児島県 南九州市 マラソン 新茶・大野岳マラソンinえい
新茶・大野岳マラソンinえい実行委

員会事務局
― 1,907名

頴娃運動公園をスタートし、緑広がる茶畑やすばら

しい景観を楽しみながら大野岳（466m）の山頂ま

でを往復する雄大なコースです

 0993-56-1111 ー ー

延期 沖縄県 宮古島市 トライアスロン
全日本トライアスロン宮古島大

会
宮古島市・琉球新報社 ― 1,502名 0980-73-1046

triathlo@miyako-

ma.jp

https://tri-

miyako.com/

中止 沖縄県 伊江村 マラソン 伊江島一周マラソン大会 伊江島一周マラソン実行委員会 ― 2,439名 098-49-2906
ieshoukou@iejima.

org

中止 沖縄県 今帰仁村 マラソン
第９回古宇利島マジックアワー

RUN IN 今帰仁村

古宇利島マジックアワーRUN実行委

員会
― 3,635名 0980-56-2256 info@kouri-run.jp

http://kouri-

run.jp/index.html

県名 市町村名 種別
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22 日 日 山口県 下松市 マラソン
くだまつ笠戸島アイランドトレ

イル

くだまつ笠戸島アイランドトレイル

実行委員会
3月20日 850名

笠戸島全域を使った約32Km(累積標高

1,660m）のコースをお楽しみください！ 0833-41-1070 HPより
http://kasadojima

-islandtrail.com/

22 日 日 鹿児島県 南さつま市 サイクリング
ツール・ド・南さつま「海道八

景めぐり」
サイクルシティ南さつま推進協議会 4月17日 411名

最大の魅力は、雄大な自然景観が広がる

「南さつま海道八景」です！眼下に広が

る絶景と走りごたえある起伏に富んだ

コースをお楽しみください。

 0993-53-2111
e_kankou@city.mi

namisatsuma.lg.jp

https://www.faceb

ook.com/tourdemi

namisatsuma/

未定 沖縄県 宮古島市 マラソン 第12回ツール・ド・宮古島 パワースポーツ 4月22日 476名

宮古島の美しい大自然の中を、サイクリ

ング・ロードレースで駆け抜ける。

平均速度25kmを目安でフィニッシュ出来

るので、ロードレース初チャレンジャー

の方へも優しい。

0467-84-8639 ー ー

未定 大分県 サイクリング ツール・ド・国東 ― 2,438名 ー ー

未定 大分県 マラソン 豊後高田ふれあいマラソン大会 ― 1,296名 ー ー

未定 宮崎県 高千穂町 サイクリング ヒルクライム高千穂天岩戸大会 ヒルクライム高千穂実行委員会 ― 206名

ヒルクライム大会を「記紀編さん1300

年」を記念して、記紀神話にある「岩戸

開き」の舞台となっている岩戸地区中心

をコースとして高千穂に誘致し開催。自

転車を使った高千穂町の新しい魅力を広

く発信し、年間を通じたスポーツツーリ

ズムの誘致を図り、一日のイベントにと

どまらない、通年における高千穂地域お

こしを目指す。(2019申込定員：エリート

20名、一般380名、チャレンジサイクリン

グ100名）

0982-73-1213

takachiho-

hillclimb@takachih

o-kanko.jp

https://takachiho-

kanko.info/hillclim

b/

中止 熊本県 益城町 マラソン

第30回益城町「阿蘇くまもと空

港・テクノ周辺」ジョギング

フェア

益城町「阿蘇くまもと空港・テクノ

周辺」ジョギングフェア実行委員会
― 1,772名

テクノ公園周辺で、3㎞（ウォーキング

可）と5㎞のコースがあり、ファミリーで

の参加も可能です。

096-287-4330
sports@town.mas

hiki.lg.jp
ー

５月
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5 日 日 長崎県 壱岐市 サイクリング
第34回壱岐サイクルフェスティ

バル

壱岐サイクルフェスティバル実行委

員会
5月5日 590名

壱岐市内の特設コースを舞台に行われる

サイクルロードレース大会。全国からサ

イクリストが集結する九州屈指の大会で

す。

0920-48-0590
ikicycle@world.ocn

.ne.jp
ikikankou.com

12 日 日 熊本県 天草市 トライアスロン
第37回天草宝島国際トライアス

ロン大会

天草宝島国際トライアスロン大家実

行委員会
3月15日 713名

今回はリレー部門を復活。前日にキッズ

アクアスロンを開催。
080-8385-7005

amatora@a.acn-

tv.ne.jp

http://amakusa-

triathlon.jp/

12 日 日 山口県 長門市 マラソン 向津具ダブルマラソン
JAL 向津具ダブルマラソン実行委員

会
3月13日 700名

向津具ダブルマラソンでは、CNNの「日

本の最も美しい場所31選」に選ばれた元

乃隅神社をはじめ、自然の美しさが広が

る名所を走ります。

0837-23-1295 HPより

https://www.muka

tsuku-w-

marathon.com/

26 日 日 宮崎県 宮崎市 トライアスロン
第24回宮崎シーガイアトライア

スロン大会2022

宮崎シーガイアトライアスロン大会

実行委員会
4月3日 500名

公式国際大会や日本ナショナル代表選手

が合宿等で実際に使用する同じコースを

走ることができるのが一番の魅力。宮崎

市内からも近く、利便性の良い環境。整

備された走りやすいコース設定で、

「シートラ」「リゾトラ」として親しま

れる。

0985-89-4899 info@seagaia-tri.tv
http://seagaia-

tri.tv/

26 日 日 福岡県 福岡市 トライアスロン 福岡トライアスロン2022 福岡トライアスロン組織委員会 5月7日 500名

初心者からアスリートまで幅広く参加で

きるスタンダードなトライアスロン大会

です。

ー
info@fukuoka-

triathlon.jp

https://fukuoka-

triathlon.jp/

26 日 日 長崎県 五島市 トライアスロン
五島長崎国際トライアスロン大

会(バラモンキング)

五島長崎国際トライアスロン大会事

務局
1月31日 951名

Aタイプ：スイム：3.8km、バイク：

180.2km、ラン：42.2km　Bタイプ：ス

イム：2.0km、バイク：124.0km、ラン：

21.1km

スイムは富江港をスタートし、穏やかな

富江湾内がコースで、水温は直近の気候

にもよりますが、過去の統計で６月中旬

では最低２１℃、最高２５℃と、２０℃

を超える水温が予想されます。バイクは

五島列島福江島の全体を走る風光明媚な

起伏に富んだコースで、ランは穏やかな

奥浦湾を望みながら県指定有形文化財の

堂崎天主堂付近を折り返すコースです。

0959-75-0850 HPより gototri.com

６月
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6月 26 日 日 長崎県 対馬市 マラソン 第25回国境マラソンIN対馬
国境マラソンIN対馬実行委員会事務

局2022
5月6日 1,178名

スタートからゴールまでアップダウンを

繰り返す過酷なコースです。起伏の激し

さに初夏の暑さが加わる過酷なレースを

体感してください。ゴールまで残り2km

で目前に広がる国境の海岸線の海と空の

コントラストが最高です。

0920-86-3117
kokkyo@arion.ocn.

ne.jp

kokkyomarathon-

tsushima.jp

3 日 日 鹿児島県 天城町 トライアスロン トライアスロンin徳之島
トライアスロンIN徳之島大会実行委

員会
4月28日 643名

紺碧の海に囲まれた徳之島で行われる大

会で，総距離は約97km。スイム2km，バ

イク75km，ラン20kmで制限時間内のク

リアを目指します。

0997-85-

5382/5149

https://www.town.

amagi.lg.jp/kanko/

triathlon/2022/

24 日 日 宮崎県
えびの市

霧島市
マラソン

第10回霧島・えびの高原エクス

トリームトレイル

霧島・えびの高原エクストリームト

レイル実行委員会　有限会社ユニ

バーサルフィールド

ー 741名

総距離60kmにもおよぶ国立公園、霧島の

登山道、歩道、林道を走り歩きつなぎ、

霧島、えびの高原の文化及び自然環境の

素晴らしさや、霧島ジオパークを体感し

てもらうことにより、国内外への発信に

繋げる。

０９８５－８８－

１００１

info@universal-

field.com

https:/universal-

field.com/event/ki

rishima-ebino-exr/

未定 沖縄県 マラソン 第4回てだこナイトラン ― 1,200名

27 日 土 長崎県 五島市 マラソン 第36回五島列島夕やけマラソン
五島列島夕やけマラソン大会実行委

員会

１次7月15

日

2次7月25

日

最終8月13

日

2,531名

大会名にもある通り、夕やけに照らされ

た五島の美しい風景の中走ります。ハー

フマラソンのスタートは夕方５時であ

り、真夏の開催ですが涼しさを感じられ

ます。メイン会場、フィニッシュ地点の

五島港公園では、五島出身のミュージ

シャンなどが星空コンサートを実施しま

す。

0959-72-2963 HPより
gotoyuuyake-

marathon.jp

未定 沖縄県 マラソン
第６回Summeer　Night　Run

沖縄（リレーマラソン）
― 2,328名

下旬 熊本県 氷川町 マラソン 第17回氷川町梨マラソン大会 氷川町梨マラソン大会運営委員会 ― 1,842名

梨畑を眺めながら走ることのできる起伏

のある山間のコースが特徴で、給水所で

は氷川町の特産品の「吉野梨」が振る舞

われます。【開催未確定】

0965-62-2315
chiiki@hikawa.ku

mamoto.jp

https://www.town.

hikawa.kumamoto.

jp/kanko/kiji00337

32/index.html

未定 福岡県 サイクリング
英彦山サイクルタイムトライア

ル大会
― 577名

８月

７月

９月
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2 日 日 山口県 山口市 サイクリング ツール・ド・ヤマグチ湾 ツール・ド・山口湾プロジェクト ―
694名

（平成31年度）

山口市南部地域のあふれる地域資源をエ

イドステーションでは食の魅力を味わっ

ていただき、コースでは、一面に広がる

美しい田園風景や海浜の雄大な景色など

の自然を満喫していただける初心者にも

優しいサイクリングイベントです。

083-934-2942
teiju@city.yamagu

chi.lg.jp
https://t-d-y.jp/

2 日 日 山口県 柳井市ほか サイクリング
2022サザンセト・ロングライ

ド in やまぐち

サザンセト・ロングライドinやまぐ

ち実行委員会
9月4日 1,300名

瀬戸内海に浮かぶ島々の多島美を楽しめ

るシーサイドライド。美しく伸びやかな

海岸線や手応えのある山道など参加者を

飽きさせることのない変化のあるコース

です。

082-961-4002 ―
http://southernset

o-longride.jp/

6 日 木 熊本県 和水町 マラソン 金栗四三翁マラソン大会 金栗四三翁マラソン大会実行委員会 ― 504名

日本マラソンの父・金栗四三翁生誕の地

で、幼少期を過ごした生家を通ることが

できます。

0968-34-3047
syakai@town.nago

mi.lg.jp

https://kanakuri-

shiso-

marathon.jp/

8 日 土 山口県 下関市 マラソン 第34回つのしま夕やけマラソン つのしま夕やけマラソン実行委員会

7/8(WEB)

7/4(郵便

振替)

1,000名

すばらしい景色をもつ北長門海岸国定公

園の角島において、｢自然を大切にした

い｣と思われている方々と、記録よりも記

憶に残るマラソン大会を目指します。
083-782-1911

info@e-

marathon.jp

http://www.e-

marathon.jp/tsuno

shima/

9 日 日 福岡県 久留米市 マラソン 筑後川マラソン 筑後川ﾏﾗｿﾝ大会事務局 ― 不明

九州のマラソンシーズン先駆けの大会と

して、筑後川河川敷をコースとしたマラ

ソンです。

0942-30-1201
http://npoaiai.jp/i

ndex.html

10 日 祝 福岡県 岡垣町
ウォーキング

マラソン

ふれあいスポーツデー

ウォーキング大会・マラソン大

会

岡垣町体育協会・岡垣町教育委員会 ― 263名
（平成31年）

ウォーキング 2㎞・3㎞・5㎞

マラソン 小学生2㎞ 中学生3㎞ 一般3㎞・

5㎞

093-282-0162
komin@town.okag

aki.lg.jp

https://www.town.

okagaki.lg.jp

15 日 土 長崎県 壱岐市 マラソン 壱岐ウルトラマラソン2022 壱岐ウルトラマラソン実行委員会 7月31日 620名

壱岐の豊かな山・海の自然の中に歴史あ

る神社の数々。猿岩や左京鼻、原の辻遺

跡などを巡るコースは圧巻です。

0920-48-1130

iki-

kankou@city.iki.lg.j

p

iki-ultra.jp

20 日 木 宮崎県 日南市 マラソン
つわぶきハーフマラソン＆車い

すマラソン大会in日南

つわぶきハーフマラソン＆車いすマ

ラソン大会実行委員会（日南市観

光・スポーツ課）

― 1,000名

日南総合運動公園を発着とする日南市内

ハーフマラソンコース。

沿道の応援、昼食会場でのふるまいサー

ビス等、”おもてなし”には自信あり！太陽

と海、緑の山々、歴史と文化の香る都市

「日南」の満喫を図る。

0987-31-1175

s-

suishin@city.nichi

nan.lg.jp

https://taikai.in/ts

uwabuki

23 日 日 福岡県 宗像市 駅伝
全日本実業団対抗女子駅伝競走

大会予選会
日本実業団陸上競技連合

8月16日～

9月8日

341名

(31チーム)

上位成績20 チームに全日本実業団対抗女

子駅伝競走大会への出場資格が与えられ

ます。

03-6268-0218

k-

rikujo@syd.odn.ne.

jp

http://www.jita-

trackfield.jp/

10月
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23 日 日 長崎県 長崎市 サイクリング ツール・ド・ちゃんぽん ツール・ド・ちゃんぽん実行委員会 ー 691名

世界遺産の軍艦島を見ながら、３コース

（ファミリーコース２５（約２５ｋ

ｍ）、ベーシックコース５５（約５５ｋ

ｍ）、エキスパートコース８５（８５ｋ

ｍ））でお楽しみいただけます。

095-881-7090 HPより
tourdechanpon.co

m

29

30
日

土

日
宮崎県 宮崎市

トライアス

ロン

ワールドトライアスロンカップ

（２０２２/10月宮崎）

ワールドトライアスロンカップ宮崎

実行委員会
―

エリート：

174名

エイジ：

495名

県内外からの誘客に積極的に努めるとと

もに、宮崎のスポーツ環境の素晴らしさ

を世界に向けて発信することで、宮崎県

が日本代表選手や多くの一般トライアス

リートが集う場所として認知され、「ス

ポーツランドみやざき」の更なる推進に

寄与することを目指す。

03-5786-0515
jtuoffice01@jtu.or.j

p

https(:)//www.jtu.

or.jp/

未定 大分県 サイクリング OITAサイクルフェス ― 250名

未定 大分県 サイクリング ツール・ド佐伯 ― 1,500名

未定 沖縄県 マラソン
第25回伊平屋ムーンライトマラ

ソン
― 1,120名

未定 福岡県 マラソン 福岡志賀島金印マラソン大会 ― 2,300名

未定 沖縄県 トライアスロン いぜな88トライアスロン大会 ― 493名

未定 鹿児島県 種子島 サイクリング ジロ・デ・種子島 ジロ・デ・種子島実行委員会 ― 200名

"月にいちばん近い島" 種子島を1周するロ

ングライドイベント。

美しい青い海やサトウキビ畑、日本最大

のロケット発射場である種子島宇宙セン

ターなど、様々な貴重な風景が堪能でき

ます。

sanspo.jigyo.15271

@gmail.com

https://girodi-

tanegashima.com/

未定 鹿児島県 長島町 マラソン 長島トライジョギング大会
長島トライジョギング大会実行委員

会
― 968名

東シナ海の壮大な景観を眺め、風車やフ

ラワーロード等、長島の自然を楽しみな

がら走るのはもちろん、健康づくりや仲

間づくりなど自分の体力に応じてマイ

ペースにジョギングが楽しめる大会と

なっています。

0996-88-6500
https://nagashima

-m.com/

未定 沖縄県 マラソン 久米島マラソン大会 ― 1,547名

未定 大分県 マラソン
別府湯けむり健康マラソン・

ウォーク大会
― 2,000名

10月
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10月 未定 熊本県

人吉市

錦町

あさぎり町

多良木町

球磨村

五木村

相良村

水上村

山江村

湯前町

サイクリング

「日本でもっとも豊かな隠れ

里」サイクリングinひとよし球

磨

「日本でもっとも豊かな隠れ里」サ

イクリングinひとよし球磨実行委員

会

― 658名

日本遺産に認定された歴史を伝える多く

の神社仏閣や球磨川沿いをゆったりと走

ります。（開催未定）

0966-22-6566 ー ー

6 日 日 宮崎県 木城町

サイクリン

グ（マウン

テンバイ

ク）

MTB４時間耐久in木城 木城町若者連絡協議会 ―

R1：221名

R3：101名

(R2はコロ

ナで中

止、R3は

縮小開催)

第２５回を迎えた本大会は、エントリー

部門にソロ、ダブル、トリプル、クワッ

ト、キッズ、ウィメンまで取り揃え、初

心者から上級者まで誰でも楽しめる大会

となっている。九州内外のMTB(マウンテ

ンバイク）愛好者の交流を深め、健康促

進と木城町のＰＲ，観光促進、地域活性

を目的としている。

木城町若者連絡協

議会事務局

080-3975-0881

https://universal-

field.com/event/ki

jo4tai/

https://m.faceboo

k.com/MTB4時間

耐久in木城-

767775176699017

/?_tn_=CH-R

6 日 日 山口県 下関市 マラソン 下関海響マラソン2022 下関海響マラソン実行委員会 ― 10,500名

前半は関門海峡、後半は日本海の絶景を

望むシーサイドコース。種目は、フルマ

ラソン（日本陸上競技連盟公認コース）

とファンラン（2㎞）です。

083-231-2729

kaikyomarathon@c

ity.shimonoseki.ya

maguchi.jp

https://kaikyomar

athon.jp/

13 日 日 福岡県 糸島市 マラソン 福岡マラソン2022
福岡市、糸島市、一般財団法人福岡

陸上競技協会
5月23日 ー

マラソン（42.195km)　車いす競技

（5.2km)　ファンラン（5.2km)
092-711-4422 ー

https://www.f-

marathon.jp/

13 日 日 福岡県 福岡市 マラソン 福岡マラソン２０２２
福岡市、糸島市、一般財団法人福岡

陸上競技協会
5月23日 13,868名

福岡の中心地・天神をスタートし、アジ

アの拠点都市・福岡の活力を感じていた

だきながら、美しい海や山を通って糸島

を目指す「都市と自然が調和したコンパ

クトシティ」の魅力を体感いただける大

会です。

種目は、マラソン（42.195km）、車いす

競技（5.2km）、ファンラン（5.2km）で

す。

092-711-4422

f-

marathon@city.fuk

uoka.lg.jp

https://www.f-

marathon.jp/

20 日 日 熊本県 熊本市 マラソン 熊本みなとマラソン 熊本みなとマラソン実行委員会 ― 826名

熊本港を活用したマラソン大会を開催

マラソンを通して西区の魅力をランナー

や応援に来られた方々に伝え西区を盛り

上げたい

096-200-8014 office@sporec8.jp ―

27 日 日 福岡県 筑紫野市 マラソン 天拝山ロードレース大会 天拝山ロードレース大会実行委員会 9月30日 1,302名

高低差が少なくほぼ平坦なコースです。

種目は、10㎞、5㎞、2.5㎞で10㎞、5㎞は

公認コースとなっています。

092-925-4802

k-

sports@city.chikus

hino.fukuoka.jp

https://www.city.c

hikushino.fukuoka.

jp/soshiki/37/157

10.html

中旬 福岡県 大牟田市 駅伝
FMたんと42.195kmリレーマラ

ソン
株式会社有明ねっとこむ ―

1230人

（R元）

諏訪公園の周回コース30周（42.195km）

を2~10人でタスキリレーする。
0944-55-7331

http://www.fmtant

o.jp/42195

下旬 福岡県 嘉麻市 マラソン 嘉麻シティマラソン 嘉麻シティマラソン大会事務局 10月下旬 628名
福岡県のほぼ中心地で、遠賀川最上流部

にある嘉麻市内を走ります。
0948-57-4850

https://www.city.k

ama.lg.jp

11月
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未定 沖縄県 マラソン エコアイランド宮古島マラソン ― 2,173名

未定 沖縄県 マラソン
尚巴志ハーフマラソン　IN　南

城市大会
― 8,555名

未定 大分県 マラソン
仏の里くにさき・とみくじマラ

ソン大会
― 2,228名

未定 佐賀県 佐賀市 マラソン
富士しゃくなげ湖ハーフマラソ

ン

富士しゃくなげ湖ハーフマラソン実

行委員会
未定 1,112名

富士しゃくなげ湖の周りをコースとした

ハーフマラソン、ジョギング３キロの２

種目で実施

ー ー ー

未定 沖縄県 マラソン 中部トリム・ハーフマラソン ― 3,230名

未定 山口県 長門市 サイクリング
ながとブルーオーシャンライド

with秋吉台

ながとサイクルツーリズム促進協議

会
― 300名

美しいコバルトブルーの日本海や、棚田

百選に選ばれた東後畑棚田の絶景ポイン

ト、秋吉台の広大で美しいカルストロー

ドを舞台に開催するサイクリングイベン

トです。

0837-23-1295
kanko.s@city.naga

to.lg.jp

https://nanavi.jp/

nagatocycling/

未定 沖縄県 サイクリング
美ら島ママチャリ5時間耐久

レース
― 703名

未定 鹿児島県 肝付町 マラソン うちのうら銀河マラソン うちのうら銀河マラソン実行委員会 ー 1,280名

～ われら銀河夢追い人　走れ！宇宙の浦

～

光輝く美しい海岸線・宇宙に一番近い町

を舞台に、くりひろげられる銀河マラソ

ン

0994-31-6555 ―

http://www.i-

sam.co.jp/uchinou

ra/index.html

未定 大分県 マラソン
諭吉の里「なかつ」ハーフマラ

ソン・ウォーキング大会
ー 1,028名

未定 鹿児島県 鹿屋市 サイクリング
ツール・ド・おおすみサイクリ

ング大会
ツール・ド・おおすみ実行委員会 ー 659名

旧鹿屋市市制施行60周年を記念して，

2001年に第１回大会が開催されたサイク

リング大会。晩秋の大隅半島を舞台に雄

大な自然を楽しめます。

0994-41-5265
tour_de_oosumi@

po5.synapse.ne.jp

https://www.tourd

eoosumi.com/

未定 熊本県 マラソン 金栗四三翁マラソン大会 ー 500名

11月
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11月 未定 宮崎県 串間市 サイクリング ツール・ド・南みやざき ツール・ド・南みやざき実行委員会 ー 約300名

南国宮崎県の最南端、自然豊かな「串間

市」を満喫できる3コースをご用意！

おとなり日南市南郷町も走る広域コー

ス！

Aコースは上級者向けのガッツリコース。

山あり海あり、南郷町を経由して幸島、

都井岬をめぐる、串間の大自然を堪能で

きる約90kmです。

Bコースは中級者向けコース。Aコースを

一部ショートカットして都井岬を目指し

ます。約65km。

Cコースは初心者、子供さんでも安心の

ゆったりコース。ゆっくりポタリング

で、海のまち南郷町を満喫！約25㎞。

各エイド、昼食には串間市、南郷町の豊

かな自然が生み出した海の幸、山の幸を

ふんだんに使用したメニューをご用意。

当イベントだけの限定メニューもあるか

も！？

090-9598-8214
shimadon@gmail.c

om

串間市サイクリン

グ協会：

http://kuca2017.w

ixsite.com　

公式

Facebook:https//

www.facebook.co

m/kushimacyclig/

4 日 日 佐賀県 基山町 ロードレース
きやまロードレース・スロー

ジョギングＲ大会
基山町体育協会 ー 2,093名

ロードレース及びスロージョギング🄬大

会
0942-92-7935

kiyamataikyou@g

mail.com

4 日 日 山口県 防府市 マラソン 防府読売マラソン大会 中国陸上競技協会ほか ー 718名

ＪＭＣグレード取得により、オリンピッ

クに直結する大会になった。高低差、折

り返し点が少なく、高記録の期待できる

コース。日本陸連公認マラソン大会。

0835-25-2274
sports@city.hofu.y

amaguchi.jp

https://hofu-

yomiuri.jp/

4 日 日 熊本県 上天草市 サイクリング
第9回天草四郎サイクリング

フェスタ
あまいちサイクリングクラブ ― 386名

天草の隠れた観光スポットを自転車なら

ではのスピードで巡ります。最長コース

は120kmです。

※例年12月第1日曜日に開催

0964-56-5602
amaichicycling@g

mail.com

https://amakusa-

shiro.jimdo.com/

11 日 日 宮崎県 宮崎市 マラソン
第36回青島太平洋マラソン

2022

国際青島太平洋マラソン大会実行委

員会
ー 9,067名

穏やかな気候、走りやすいフラットな

コース。前半は宮崎市内中心部のメイン

ストリートを全面使用、終盤は太平洋・

青島を望むトロピカルロードを駆け抜け

る。大会を支える高校生ボランティアが

人気である。

0985-26-6781 aotai@aotai.gr.jp
http://www.aotai.

gr.jp

11 日 山口県 萩市 マラソン
維新の里 萩城下町マラソン

2022

維新の里萩城下町マラソン実行委員

会
― 2,000名

青く澄み悠々とした清流阿武川、橋本

川、松本川および日本海岸沿いを走るフ

ラットなコースです。

0838-25-7311 sports@city.hagi.jp

https://hagi-

joukamachi-

marathon.jp/

未定 沖縄県 マラソン 第35回ＮＡＨＡマラソン ― 22,770名

12月
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未定 鹿児島県 鹿児島市 マラソン ランニング桜島大会 ランニング桜島大会実行委員会 ― 5,201名

ハーフマラソン前半は，平坦な海岸沿い

の道路。防波堤が低く，目の前にはイル

カが生息している錦江湾が広がります。

後半は，大正時代に流出した溶岩大地の

中を通る舗装道路。多少アップダウンが

続きますが，めったに見られない溶岩原

を眺めながら走ればあっという間にゴー

ルです。日本ジオパークに認定されてい

る桜島・錦江湾の魅力を体感できます。

099-803-9621

https://www.runni

ngsakurajima.jp/#

home

未定 鹿児島県 阿久根市 ロードレース
あくねボンタンロードレース大

会

あくねあくねボンタンロードレース

大会事務局
― 2,266名

30年以上にわたる長い歴史を誇るロード

レース。豊かな自然と旬を迎えたボンタ

ンのさわやかな香りに包まれた阿久根路

で繰り広げられる冬の到来を告げる一大

イベント。

0996‐73‐4649

https://www.city.a

kune.lg.jp/kanko_

bunka_sports/spor

ts/akunebontanro

adracetaikai/index

.html

未定 鹿児島県 鹿屋市 サイクリング かのやサイクルフェスティバル 鹿屋市 ― 97名

競技はもちろん、自転車教室や試乗会、

また鹿屋市に拠点を置くプロサイクリン

グチーム「CIEL BLEU鹿屋」との交流な

ど自転車にふれあう絶好の機会です。

 0994-45-6162

https://www.city.k

anoya.lg.jp/shisup

o/bunka/sport/ev

ent/cyclefestival.h

tml

未定 大分県 マラソン 宇佐神宮マラソン ― 1,500名

未定 鹿児島県 奄美大島全域 サイクリング
奄美大島チャレンジサイクリン

グ

奄美大島チャレンジサイクリング実

行委員会
― 138名

奄美大島の大自然の中を突っ走るワン

デーサイクリングイベント。
0467-84-8639

https://www.sport

sentry.ne.jp/event

/t/85377

未定 鹿児島県 マラソン
いじゅういん梅マラソンジョギ

ング大会

いじゅういん梅マラソンジョギング

大会実行委員会
― 3,000名

日置市の市花・うめを冠するジョギング

大会。コースは年齢等で細かく設定され

ています。

099-248-9409

https://www.city.h

ioki.kagoshima.jp/

kanko/kankou/aso

bu/event-

calendar/dec/ume

marathon.html

12月
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5 日 木 山口県 周防大島町 ロードレース
サザン・セト大島ロードレース

大会
大島郡体育協会ほか ― 3,159名

“海と緑と太陽”をキャッチフレーズに、

刻々と移り変わる美しい風景の中で潮風

とともに競技してみませんか。
0820-78-5048

taiiku@town.suo-

oshima.lg.jp

https://www.town.

suo-oshima.lg.jp/

8 日 日 長崎県 壱岐市 マラソン
第35回壱岐の島新春マラソン大

会

壱岐の島新春マラソン大会実行委員

会
― 1,802名

風光明媚な海岸沿いのコースで健脚を競

うマラソン大会。爽やかな新春の潮風と

島の自然を存分に味わうことができま

す。

0920-48-0590

	http://www.iki-

event.jp/index.htm

l

9 日 月 佐賀県 伊万里市 マラソン 伊万里ハーフマラソン 伊万里ハーフマラソン実行委員会 未定 1,306名
3㎞、ハーフマラソンのコースがありま

す。
0955‐23‐3187

sports@city.imari.l

g.jp

https://www.city.i

mari.saga.jp/half-

marathon/

15 日 第３日曜 宮崎県 西都市 サイクリング 西都原エンデューロ NPO法人輪プロジェクトミヤザキ ― ３５０名

公道封鎖型のサイクルイベントで、日本

遺産に指定されている西都原古墳群の公

道3.8Kmをぐるっと一周する。カーブ、

のぼり坂もあるテクカルなコース設定

で、ビギナークラスから本気クラスまで

存分に楽しめます！１月第３日曜日開

催。

090-7474-4661
speedking1967sdr

@yahoo.co.jp

https://rinpro.jimd

osite.com/

18 日 水 熊本県 天草市 マラソン 2023倉岳えびすマラソン 倉岳えびすマラソン実行委員会 ― 836名 0969－64－3111

kuratake-

machi@city.amaku

sa.lg.jp

http://kuratakeebi

su.amakusa-

web.jp

22 日 日 佐賀県 鳥栖市 ロードレース 鳥栖市ロードレース大会

鳥栖市・鳥栖市教育委員会・鳥栖市

スポーツ協会・鳥栖市陸上競技協

会・鳥栖市スポーツ推進委員協議会

未定 1,272名

サガン鳥栖のホームスタジアムである駅

前不動産スタジアムをスタート・ゴール

に、小学生から大人まで参加できる大会

です。

高校生１０キロは日本陸連公認コースと

なっいます。

0942-85-3522

（鳥栖市スポーツ

振興課）

sports@city.tosu.lg

.jp

https://www.city.t

osu.lg.jp/soshiki/1

2/16772.html

22 日 日 宮崎県 三股町 マラソン
第６回みまたん霧島パノラマま

らそん

みまたん霧島パノラマまらそん実行

委員会

2022年11

月下旬頃
1,865人

2・3・5ｋｍ・ハーフマラソンの各部門が

あり、マラソン初心者も本格的な競技者

も“走ること”を楽しめる大会。スローガン

に「町民とともに開催する大会」「ふれ

あいのある大会」「参加者及び町民の健

康増進を図る大会」を掲げ、おもてなし

を大切にした運営に当たっている。

0986-52-9312
sports@town.mim

ata.lg.jp

https://www.town.

mimata.lg.jp/pano

rama/

29 日 日 福岡県 行橋市 マラソン
ゆくはしシーサイドハーフマラ

ソン2023

ゆくはしシーサイドハーフマラソン

2023実行委員会
― 3,000名

マラソン（ハーフ、５km、３km、ファン

ラン）
0930-25-1111

sportsshinkoka@ci

ty.yukuhashi.lg.jp

https://www.yuku

hashi-

marathon.jp/

１月
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mailto:taiiku@town.suo-oshima.lg.jp
https://www.town.suo-oshima.lg.jp/kyouiku-syakai/roadrace/t2019015_1_2_3_2.html
https://www.town.suo-oshima.lg.jp/kyouiku-syakai/roadrace/t2019015_1_2_3_2.html
https://rinpro.jimdosite.com/
https://rinpro.jimdosite.com/
mailto:kuratake-machi@city.amakusa.lg.jp
mailto:kuratake-machi@city.amakusa.lg.jp
mailto:kuratake-machi@city.amakusa.lg.jp
http://kuratakeebisu.amakusa-web.jp/
http://kuratakeebisu.amakusa-web.jp/
http://kuratakeebisu.amakusa-web.jp/
mailto:sports@town.mimata.lg.jp
mailto:sports@town.mimata.lg.jp
https://www.town.mimata.lg.jp/panorama/
https://www.town.mimata.lg.jp/panorama/
https://www.town.mimata.lg.jp/panorama/
mailto:sportsshinkoka@city.yukuhashi.lg.jp
mailto:sportsshinkoka@city.yukuhashi.lg.jp


29 日 日 福岡県 久留米市 ロードレース 久留米ロードレース 久留米ロードレース大会実行委員会 ー 500名

日本陸上競技連盟公認のロードレースと

して多くのランナーが参加し、九州一周

駅伝大会や全国大会で活躍した選手を輩

出しています。

0942-33-5453

 

kurumetaikyo@yah

oo.co.jp

ー

29 日 日 熊本県 天草市 マラソン 第17回天草マラソン大会
天草マラソン大会実行委員会、天草

市
― 2,465名 0969－24－7722 run@-spo.net ー

鹿児島県 指宿市 マラソン いぶすき菜の花マラソン
いぶすき菜の花マラソン大会実行委

員会
ー 12,848名

薩摩半島の最南端に位置する指宿は，日

本本土で最も早く葉の花が開花します。

そんな南薩摩路を舞台に開催されるいぶ

すきなのはなマラソンは，１年で最も早

く開催される，公認コースを使用した市

民マラソンとして知られています。

0993-22-2550
http://ibusuki-

nanohana.com/

未定 沖縄県 マラソン
宮古島100kmワイドーマラソン

大会
ー 1,083名

未定 沖縄県 マラソン
海洋博公園全国トリムマラソン

大会
ー 4,729名

未定 鹿児島県 マラソン とうごう天神梅マラソン大会 ー 1,131名

11 日 土 福岡県 大刀洗町 マラソン
ひばりロードふれあいマラソン

大会

ひばりロードふれあいマラソン実行

委員会
未定 約1200名

10km、5km、3km、2km、1.5kmのコー

スがあります。田園風景を眺めながらフ

ラットなコースを走ることができます。

0942-77-2670
gakushu@town.tac

hiarai.fukuoka.jp

https://www.town.

tachiarai.fukuoka.j

p/

12 日 日 福岡県 みやま市 マラソン
第50回みやま市清水山ロード

レース大会

みやま市、みやま市教育委員会、み

やま市スポーツ協会
12月23日 692名

小学生2.2km,一般5km,10.7kmのコースが

あります。
0944-32-9182

sports@city.miyam

a.lg.jp

12 日 日 佐賀県 唐津市 ロードレース 唐津10マイルロードレース大会
唐津10マイルロードレース大会実行

委員会
― 1,035名

唐津城を間近に見、国の特別名勝「虹の

松原」を走る風光明媚なコースです。実

業団や箱根（駅伝）ランナーが多数参加

し、１０マイル、女子１０キロの道路日

本最高記録を保持しています。市民ラン

ナーも参加資格をクリアすれば、実業団

ランナーと同じスタートラインに立つこ

とができます。

0955-72-9237
sports@city.karats

u.lg.jp

https://www.city.k

aratsu.lg.jp/kyoiku

/leisure/10mileroa

drace/index.html

18

19
日

土

日
鹿児島県 屋久島町 サイクリング

サイクリング屋久島

屋久島ヒルクライム

屋久島観光協会／屋久島町商工会／

屋久島町／サンケイスポーツ
ー 251名

世界自然遺産に登録されている貴重な自

然がいっぱいの屋久島を自転車で体感で

きるイベントです。

t-spo-

jigyo2@sankei.co.j

p

https://www.eco-

ride.info/

19 日 日 福岡県 北九州市

マラソン・

ロードレー

ス

北九州マラソン2023 北九州市、北九州市陸上競技協会 未定 12,031名

北九州市の観光名所や日本の近代化を支

えてきた工場風景など歴史や文化を感じ

られるコースです。

093-582-2831
toiawase@kitakyu

shu-marathon.jp

https://kitakyushu

-marathon.jp/

22 日 水 佐賀県 神埼市 ロードレース 吉野ヶ里ロードレースin神埼市 神埼市スポーツ協会 ― 1,013名
吉野ヶ里歴史公園を中心とした子供から

大人まで気軽に参加できるロードレース
0952-52-3750 ― ―

１月

２月

第２日曜日
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26 日 日 福岡県 大川市 マラソン 大川木の香マラソン大会
大川市、大川市教育委員会、大川市

体育協会
１月上旬 1,773名

小学生、中学生、5㎞、10㎞の種目があり

ます。また、ファミリーの種目もあるた

め、ご家族での参加も可能です。

0944-85-5619
okwtaiiku@city.ok

awa.lg.jp

26 日 日 佐賀県 鹿島市 ロードレース 公認鹿島祐徳ロードレース大会 鹿島市体育協会 ― 1,421名

種目：ハーフマラソン、5キロ、3キロ、2

キロ

歴史ある日本陸連公認コースで、往路と

復路が同じ折り返しコースです。

0954-62-3379
https://taikyou2.w

ixsite.com/website

26 日 日 熊本県 大津町 マラソン
第24回スポーツの森・大津ジョ

ギングフェスティバル

スポーツの森・大津ジョギングフェ

スティバル実行委員会
― 1,033名

２㎞、５㎞、10㎞のコースがあり、ご家

族や団体および高齢者の方も歓迎しま

す。

また、同日にノルディックウォーキング

教室もおこないます。

096-293-8088

shougaisupotsu@t

own.ozu.kumamot

o.jp

https://local-

gain.com/ozu-

joggingfes/

26 日 日 熊本県 玉名市 マラソン

玉名いだてんマラソン2023/第

43回玉名市横島町いちごマラソ

ン大会

横島いちごマラソン大会実行委員会 ― 6,018名

熊本県北初となるフルマラソン「玉名い

だてんマラソン」を、歴史あるいちごマ

ラソン大会と同時開催します。

0968-75-1129

idaten-

ichigo@city.taman

a.lg.jp

https://ichigo-

marathon.jp

未定 長崎県 五島市 マラソン 五島つばきマラソン 五島つばきマラソン実行委員会 1月7日 704名

美しい海と豊かな自然が広がる長崎県西

部に位置するスポーツアイランド五島。

果てしなく広がるエメラルドグリーンの

海を横目に、水の浦教会・楠原教会・国

の名勝指定を受けた「三井楽（みみらく

のしま）」など五島の名所を巡る、極上

のコース。

0959-84-3162 HPより

https://goto-

tsubaki-

marathon.jp/

上旬 福岡県 上毛町 駅伝・マラソン 第17号上毛町駅伝・走ろう会 上毛町スポーツ協会 ―

522名

（R1実

績）

未定 0979-72-3165
kyomu@town.koge

.lg.jp

未定 大分県 マラソン 第69回別府大分毎日マラソン ー 3,000名

未定 鹿児島県 奄美市 マラソン 奄美ジャングルトレイル
OSJ奄美ジャングルトレイル大会事

務局
ー 230名

天然の亜熱帯広葉樹が多数残っている

「旧スーパー林道」を駆け抜けるダイナ

ミックなトレイルが舞台です。

0467-84-8639

http://www.power

sports.co.jp/osjtrai

l/20_amamijungle

/index.htm

未定 沖縄県 マラソン
第２７回竹富町やまねこマラソ

ン
ー 1,593名

未定 沖縄県 マラソン 第15回とかしきマラソン ー 1,173名

未定 沖縄県 マラソン おきなわマラソン ー 15,127名

未定 沖縄県 マラソン 第18回石垣島マラソン ー 4,540名

未定 宮崎県

西都市

　・

児湯郡

サイクリング
ディスカバリーグルメライド in 

児湯・西都

ディスカバリーグルメランドin児

湯・西都　実行委員会
― 300名

児湯・西都地区の素晴らしい観光地、食

を堪能し豊かな自然と触れ合えるサイク

ルイベントを開催し、児湯・西都地域の

魅力を全国に発信し、交流人口を増やし

魅力的で住みたくなるような町づくりに

貢献する。

0983-27-1497
info@dgr-in-

koyusaito.com

http://www.dgr-

in-koyusaito.com

未定 熊本県 熊本市 マラソン 熊本城マラソン2023 熊本城マラソン実行員会 ― 14,110名

熊本市中心市街地をスタートし、熊本城

がフィニッシュ。「途切れない沿道の声

援」がランナーから好評。

096-328-2373
eventsuishin@city.

kumamoto.lg.jp

http://www.kuma

motojyo-

marathon.jp/sp/

２月
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5 日 日 佐賀県 白石町 ロードレース 歌垣の郷ロードレース大会 白石町・白石町教育委員会 ― 2,391名

これまでの１０㎞の部の他に新たに５㎞

の部が公認コースとなりました。平坦で

走りやすいコースになっています。

また、子どもから高齢者までみんなで楽

しめるジョギングの部もあります。

0952-84-7129

s-

sports@towon.shir

oishi

https://www.town.

shiroishi.lg.jp/

5 日 日 福岡県 那珂川市 マラソン 那珂川市走ろう大会
那珂川市、那珂川市教育委員会

那珂川市体育協会
ー

コロナで

中止

（R3）

小学生の部、中学生の部、健康マラソ

ン、一般の部、グループ対抗駅伝があり

ます。

092-953-2112

taiku@city-

nakagawa.fukuoka

.jp

5 日 日 鹿児島県 鹿児島市 マラソン 鹿児島マラソン 鹿児島マラソン実行委員会 ー 9,889名

鹿児島のシンボル・桜島と錦江湾を眺め

ながら走る人気のマラソン。豊かな自然

はもちろん，西郷隆盛像や仙巌園などの

名所を通して鹿児島の魅力を全身で感じ

られます。

099-803-9622

https://www.kago

shima-

marathon.jp/news

/2022/06/post-

843.html

5 日 日 山口県 岩国市 ロードレース 錦帯橋ロードレース 錦帯橋ロードレース大会実行委員会 ー 1,500名

錦帯橋と錦川の自然の中、本格的なマラ

ソンを楽しめます。錦帯橋のまわりに

は、岩国城や旧目加田家住宅など、観光

スポットがいっぱいです。

0827-32-7372 ―
https://www.kintai

kyo-road-race.jp/

12 日 日 福岡県 小郡市 マラソン 福岡小郡ハーフマラソン大会
福岡小郡ハーフマラソン大会実行委

員会
1月下旬 3,264名

日本陸連公認コースでゴールは小郡市陸

上競技場。ハーフ、10キロ、ファミリー

1.5キロの部を実施

０９４２－８０－

５９２９

sports@ogori-

taikyo.org

https://ogori-

taikyo.org

12 日 日 宮崎県 日向市 マラソン
第29回日向ひょっとこマラソン

IN日向岬

日向市教育委員会スポーツ・文化振

興課内日向ひょっとこマラソン実行

委員会事務局

―

855名

（H30年

度）

特徴１：ハーフマラソンは日本一きつ

い！

前半10km付近までは、高低差70mの山中

を登ったり下ったり起伏の激しいコー

ス。

特徴２：日向灘の絶景を満喫

特徴３：気軽に参加できる「ひょとこの

部」

０９８２－６6－１

０３8

marathon@hyugac

ity.jp

https://hyuga-

hyottoko-

marathon.jo

12 日 日 福岡県 筑後市 マラソン 第30回ちっごマラソン大会 ちっごマラソン大会実行委員会 １月中旬
1,160人

（H30）

ハーフ、６㎞、２㎞、健康マラソンがあ

り、広大な筑後広域公園を、大人から子

どもまで楽しく走ることができます。

0942₋65₋7072
syakai@city.chikug

o.lg.jp

３月
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12 日 日 熊本県 上天草市 マラソン
第51回天草パールラインマラソ

ン大会
上天草市、熊本走ろう会 ー 4,704名

ハーフ・10㎞・4.2㎞の部があり、4.2㎞

の部にはご家族での参加が可能です。

※例年3月第2日曜日に開催

0969-28-3380

(当面の間)
ー

https://www.city.k

amiamakusa.kuma

moto.jp/

19 日 日 熊本県 菊池市 マラソン 第68回菊池桜マラソン大会 菊池桜マラソン大会実行委員会 ー 1,320名

ソメイヨシノやヤマザクラなど約3000本

の桜が咲く桜の名所をスタートし、健康

づくりとふれあい、交流を目的に駆け抜

けます。

0968-25-7234
shakaitaiiku@city.

kikuchi.lg.jp

https://local-

gain.com/kikuchi-

marathon/

19 日 日 宮崎県 西都市 マラソン
第18回西都原このはなマラソン

大会

西都市

西都市教育委員会

西都市スポーツ協会

西都市陸上競技協会

西都市ウオーキングクラブ

令和5年1

月31日

3,265名

（第15回大

会・エント

リー終了後に

新型コロナウ

イルス感染拡

大により中

止）

西都原運動公園をスタートし、国の特別

史跡として、昭和27年に指定された西都

原古墳群の西都原公園内の菜の花を背景

に、マラソンの部は2km、3km、5km、

10km、ウォーキングの部は10kmのコー

スで実施。各コースとも、素晴らしい景

観、起伏に富んだコース。

0983-43-3478
sport@city.saito.lg.

jp

http://taikai.in/ko

nohana-

marathon/

21 日 火 熊本県 山鹿市 マラソン
第10回「清浦総理顕彰」あんず

の丘マラソン大会

「清浦総理顕彰」あんずの丘マラソ

ン大会実行委員会
2月中旬

1291名

H30年度

第７回大会

本市出身の内閣総理大臣「清浦奎吾伯」

を広く顕彰し、山鹿の自然をゆっくり・

のんびり楽しく走ることを趣旨とした大

会。

1.5㎞・3㎞・10㎞の３部門

0968-43-1150
shatai@city.yamag

a.kumamoto.jp

https://local-

gain.com/anzunoo

ka-marathon/

26 日 日 宮崎県 都城市 マラソン 第1３回都城さくらマラソン

都城さくらマラソン実行委員会事務

局（NPO法人都城ぼんちスポーツク

ラブ）

― 1800名

アップダウンのある満開の桜並木コー

ス。参加賞が豪華で、毎年全員に色違い

のTシャツ、高校生以上にはタオルの配布

も。空くじなしのお楽しみ抽選会や、ベ

ビーカーを押して参加できるファミリー

の部もある。

0986-58-3232

miyakonjo-

sakura@btvm.ne.j

p

https://miyakonjo

-marathon.jp/

下旬 熊本県 芦北町 マラソン 2023芦北うたせマラソン大会 芦北うたせマラソン大会実行委員会 ー 1,748名

風光明媚な県立芦北海岸を会場とし、

3km、5km、10km、ハーフマラソンの

コースがあります。

0966-82-2511
kankou@town.ashi

kita.lg.jp

http://www.ashikit

autase-

marathon.jp

未定 宮崎県 小林市 マラソン
第7回こばやし霧島連山絶景マ

ラソン大会

こばやし霧島連山絶景マラソン大会

実行委員会
ー

1600名

（第3回）

小林駅周辺をスタート・ゴールとし市内

を走るマラソンコース。大会を通じて雄

大な霧島連山の絶景と「あたたかいおも

てなし」に触れて頂き、小林の魅力を感

じ取っていただけるよう大会運営に当

たっています。

0984-22－7911
k_sports@city.kob

ayashi.lg.jp

https://kobayashi-

marathon.com/

未定 鹿児島県 薩摩川内市 マラソン
川内川河口マラソン・ウォーキ

ング大会

川内川を生かしたスポーツ推進事業

実行委員会
－ 1,361名

九州で２番目に長い川内川。その雄大な

河川のほとりで行われる大会です。
0996-23-5111

ssc-

spo@city.satsuma

sendai.lg.jp

未定 鹿児島県 霧島市 マラソン
霧島市・上野原縄文の森駅伝大

会

霧島市・上野原縄文の森駅伝大会実

行委員会
ー 1,821名

9500年前の縄文時代の定住集落跡の史

跡・上野原縄文の森で行われる大会。

ジョギングと駅伝の２種類があります。

0995-64-0710

http://taikai.in/jyo

monnomori-

ekiden/

３月
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未定 大分県 マラソン
天領日田ひなまつり健康マラソ

ン大会
ー 1,476名

未定 福岡県 那珂川市 トレイルランニング 五ケ山・脊振クロストレイル 那珂川市 ー 405名

「五ケ山クロス」「脊振山系」を舞台に

自然を満喫しながら掛け巡る総距離約

32kmのコースです。

092-408-8729

kankou@city-

nakagawa.fukuoka

.jp

未定 鹿児島県 和泊町 マラソン
花の島沖のえらぶジョギング大

会

花の島沖えらぶジョギング大会実行

委員会
ー 2,307名

鹿児島県内離島最大級のマラソンイベン

ト。コースの一部が奄美群島国立公園内

になっていて，南国自慢のオーシャン

ビューを堪能できます。

0997-84-3512
jogfes@town.wado

mari.lg.jp

http://okinoerabu-

jogging.jp/

未定 佐賀県 佐賀市 マラソン さが桜マラソン
佐賀新聞社、佐賀陸上競技協会、佐

賀県、神埼市、佐賀市
― 10,863名

ＳＡＧＡサンライズパークを主会場にフ

ルマラソンと約１０キロのファンランの

２種目を実施。

0952-27-0728
sagasakura@saga-

s.co.jp

https://sagasakur

a-marathon.jp/

未定 福岡県 マラソン
第８回柳川おもてなし健康マラ

ソン
ー 2,000名

未定 福岡県 大任町 マラソン
花としじみの里おおとうマラソ

ン
大任町花としじみの里推進協議会 2月末

約2,000

人

２ｋｍ、５ｋｍ、１０ｋｍの３つのコー

スで、小学生以下～70歳以上まで、多く

の表彰区分があることが特徴です。

0947-63-3000
kikaku@town.oto.f

ukuoka.jp

http://www.town.

oto.fukuoka.jp/

未定 山口県 美祢市 マラソン
Mine秋吉台ジオパークマラソ

ン

Mine秋吉台ジオパークマラソン実

行委員会
― 3,200名

制限時間を3時間に設定したハーフの部を

はじめ、種目は全部で5種類。年に一度の

山焼き後のカルスト台地・秋吉台の風景

を満喫していただけるコースです。

0837-62-1430
kankoushinkou@ci

ty.mine.lg.jp

https://www.mine

-akiyoshidai-

marathon.jp/

未定 福岡県 久留米市 マラソン くるランマラソン大会 EMPATHISM ー 不明
マラソンの楽しさ、安全面、効果を伝え

る大会を目指します。
080-2697-1638

３月
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