
  
 第５回全国司法書士マラソン大会募集要項 

 「in ひだか茂平マラソン 2013」 

               

主催 司法書士ランナーズ 
全国司法書士マラソン大会実行委員会 

                        
後援 日本司法書士会連合会 

                         四国ブロック司法書士会 
                           高知県司法書士会  
 

Ⅰ はじめに 

    今年の案内を今か、今かと楽しみにしていた司法書士ランナーの皆様！ 
 お待たせいたしました。今年もランナーズ主催の大イベント、「全国司法書士マラ

ソン大会」ご案内の季節となりました。  
今年は『土佐の高知』での開催となりました。「あいつ、元気にしてるかな？」・・・ 

   そんな思いを胸に、年に一度、たくさんの仲間たちに会いに来てください。 
第 5 回大会の募集要項を以下のとおりご案内申し上げます。多くの皆様にご参加

いただけることを、主催者一同心よりお待ちしております。 
 
 

Ⅱ 参加大会関係要項  『ひだか茂平マラソン２０１３』 

  ◆開 催 日  平成２５年１１月２４日（日） 
    ◆会   場  日高村総合運動公園 
    ◆種   目  ハーフマラソン（21.0975ｋｍ）、10km、3km 

               （ウォーキングの部もあります） 
    ◆受  付  午前 8 時 00 分～9 時 30 分 

◆ｽﾀｰﾄ時間    午前１０時００分～（以下、種目ごとに時差スタート）   
    ◆参 加 料    マラソン ４０００円  ウォーキング ２０００円 

 

  ひだか茂平マラソン２０１３大会案内 
         ＨＰ http://www.kochinet.ed.jp/hidaka-v/index1.html 
 

参加大会のエントリーは、司法書士ランナーズ事務局で一括して行います。 

    ＊所属チーム名は「司法書士ＲＳ」とさせていただきます。 
    ＊マラソン大会に参加される方はホームページの開催要項や留意事項等をよくお目通しください。        

 



Ⅲ  司法書士マラソン大会関係要項 

 
＜開会式＞  

 ◆日 時  平成２５年１１月２４日（日） 午前９時～９時３０分 
   ◆場 所  日高村総合運動公園（参加大会会場内）において 

  ◆司法書士マラソン大会参加費   １０００円 

    エントリーその他各種事務手数料として徴収させていただきます。 

 
  ＜入浴、表彰、懇親会、閉会式＞ 

 ◆会場  かんぽの宿「伊野」 
高知県吾川郡いの町波川１５６９ 

        ＴＥＬ ０８８－８９２－１５８０ 
        ＨＰ  http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/ino/ 

 ◆日時  平成２５年１１月２４日（日） 
入浴         午後１時～２時 
表彰、懇親会、閉会式 午後２時～４時５０分 

  
 ◆参加費  ５０００円（入浴料を含みます）入浴のみの場合は５００円 

 

  ＜副 賞＞ 

    高知名産のお土産を副賞として企画中です。お楽しみに！ 

 

Ⅳ 大会参加申込方法 

第５回全国司法書士マラソン大会（ひだか茂平マラソン２０１３、司法書士マラソン

大会）への参加を希望される方は、別紙申込用紙及び振込み通知書（ＨＰからもダウン

ロードもできます。）に必要事項を記入のうえ、下記事務局あてメールまたはＦＡＸに

てお申込みください。 

また、参加費等につきましては、申込後５日以内に、下記振込先にお振込みいただき

ますようお願いします。 

 

 申込書ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ➥ 必要事項記入 ➥ 事務局あてﾒｰﾙ･FAX ➥ ５日以内に振込  

 

 ◆宛  先  司法書士ランナーズ事務局（東京会 我妻・山梨司法書士事務所）  

          メール  jimukyoku@s-runners.com 

ＦＡＸ   ０３－３８３５－９１７１  

  

◆第１次申込期限  ７月３１日（水）（８/１一括エントリー予定） 

 第２次申込期限  ８月９日（金）（随時エントリーします。） 

 

 



 ◆参加費等振込先 

        みずほ銀行  稲荷町支店 

          普通預金  口座番号 １８２４０１０ 

          口座名義  「全国司法書士マラソン大会」 

 

お 願 い  

① 参加大会である『ひだか茂平マラソン２０１３』のエントリーを、事務局でまと

めて行う関係上、マラソン大会に参加をされる方については、エントリーに必要

な個人情報すべてを記載していただく必要がありますので、記載漏れのないよう

にお願いいたします。なお、申込書の個人情報については、司法書士ランナーズ

関連に使用する以外は、一切利用いたしません。 

 

② 参加賞は、「日高まるごと特産品セット」ＯＲ「もへいくんＴシャツ+オリジナル

タオル」どちらかの選択になります。申込書に選択がないときは「もへいくんＴ

シャツ+オリジナルタオル」とさせていただきます。 

 

Ⅴ 司法書士ランナーズオリジナルＴシャツ（Ver.3）の販売について 

 

司法書士ランナーズでは、制度広報と大会時にお互いを見つけやすいように司法書

士ランナーズオリジナルＴシャツを、制作・販売（Ver.1 と Ver.2）してまいりまし

た。とてもおしゃれなドライ素材、胸と背に「司法書士 Runners」のロゴ入りです。

各地でのマラソン大会に着用された多くのランナーの方からは、「Ｔシャツを見た沿

道の観客から『司法書士がんばれ！』と声をかけてもらえ、力になった」と大変好評

をいただいております。 

Ver.3 を企画中です！！ 既にランナーズＴシャツをお持ちの方は新しいバージ

ョンを、まだお持ちでない方はこの機会に是非ご購入し、マラソン大会参加の際にご

着用いただければ幸いです。 

ご希望の方は、大会参加申込みにあわせてご注文ください。 

◆サイズ  Ｓ・Ｍ・Ｌ・Ｏ 

◆値 段  １枚あたり  ２０００円（送料込） 

 

※ なお、一昨年制作・販売したＶｅｒ．２（オレンジ）は S サイズのみ在庫がございます。

Ver.2 の S サイズをお求めの方は、その旨書き添えてください。 

それ以外のサイズはすべてＮｅｗＶｅｒ．３となります。諸般の事情で体型が変わった  

あなた、追加購入もＯＫです。 

 

 

Ⅵ その他のご連絡事項 

 

1.「前泊」のあっせん、予約について    

前泊をされる方のために、懇親会会場である「かんぽの宿・伊野」での宿泊を一定 

数確保いたしました。「一泊二食付き」で一人あたり下記料金となります。前泊を希



望される方は、宿泊申込書に必要事項を記載の上、大会申込先と同様に事務局宛、  

ＦＡＸもしくはメールにてお申し込みください。 

和室 ５人部屋（５部屋確保）  11,500 円 

和室 ３人部屋（５部屋確保）  11,500 円 

洋室 ツイン （４部屋確保）    12,000 円 

洋室 シングル（３部屋確保）    12,000 円 

 

２.「後泊」のあっせん、予約について    

さらに、後泊をされる方のために、同宿泊先「かんぽの宿・伊野」での宿泊を一定

数確保しています。後泊の「一泊朝食付き」料金は、一人あたり下記のとおりです。

後泊を希望される方は、宿泊申込書に必要事項を記載の上、大会申込先と同様に事務

局宛、ＦＡＸもしくはメールにてお申し込みください。 

和室 ４人部屋（２部屋確保）  6,550 円 

和室 ３人部屋（１部屋確保）  6,550 円 

洋室 ツイン （２部屋確保）    6,550 円 

洋室 シングル（３部屋確保）    6,550 円 

  

３．会場間の移動について 

 

大会当日の宿泊指定ホテル（かんぽの宿「伊野」）→マラソン大会会場→懇親会会

場（かんぽの宿「伊野」）→伊野駅・高知龍馬空港間の移動については、送迎バスを

手配する予定です。大会終了後、お帰りの交通機関の時間については、十分な余裕

をもってお手配ください。 

＜送迎バス時刻表 11 月２４日（日）＞ 

出発場所 出発時刻 到着場所 到着時刻 

かんぽの宿「伊野」 ① ７：４５ マラソン大会会場 ８：００ 

マラソン大会会場 ①１２：４５ かんぽの宿「伊野」

 

１３：００ 

②大会表彰後 

１３：３０ 

１３：４５ 

かんぽの宿「伊野」 ①１７：００ 高知龍馬空港 １８：１０ 

 ②１８：００ 伊野駅 １８：１０ 

 

 

 

 ４．『土居会長プロデュースによる前日オプショナルツアー！』のご案内 

    

今大会の実行委員長である高知県会の土居雅之会長が、全国からはるばるお出でに 

  なる皆様のために、素敵なオプショナルツアーをご用意くださいました。 

   「桂浜」で龍馬像を見て、「龍馬記念館」に立ち寄り、最後は「ひろめ市場」にて 

  土佐のお酒とお魚を味わうことができる、とっても魅力的なツアーです。ぜひ、ご参   

  加ください。 

 

 



     スケジュール（予定） １１月２３日（土） 

 

       午後 1：００  高知駅 集合 

                ↓  

               桂浜（龍馬像ほか） 

                ↓ 

               龍馬記念館 

                ↓ 

               ひろめ市場  軽く一杯とお土産の買い物など 

                ↓ 

       午後５：１０  かんぽの宿・伊野  

  

 ※ 費用  １人１０００円（乗り合いタクシー代） 

   食事代、入場料、お土産代は各自負担 

     ※ 参加をご希望の方は、別紙申込用紙及び振込み通知書にご記入下さい。  

 

 

Ⅶ 第５回全国司法書士マラソン大会 お問合せ・連絡先等 

   司法書士ランナーズ事務局  司法書士我妻（我妻・山梨司法書士事務所）：東京会 

                       電 話  ０３－５８０７－２１７１ 

                       ＦＡＸ  ０３－３８３５－９１７１ 

メール  jimukyoku@s-runners.com 

   当日連絡先  現地実行委員長  土居会長    ０９０－１５７７－３２４３ 

   （携帯）   司法書士ＲＳ会長 石川函館会会長 ０９０－１３０７－３９３３ 

          事務局      我妻秀俊    ０９０－６５０１－４４２８ 

                        

   司法書士ランナーズＨＰ  http://s-runners.com/           以上 


