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2019年大会データ 2019.10.20開催
1,499
296
438
164

1,061
209
377
136

◎気象データ ※13：00現在
天候/晴れ 気温/25.6℃

6時間48分49秒
7時間52分22秒
3時間57分28秒
5時間04分34秒

※
（

3

●：100kmの関門
●： 60kmの関門

）
内はスタート号砲からの時間

100km 関門1 36.6km地点
（5時間25分）
の部 関門2 56.5km地点
（8時間24分）
関門3 61.4km地点
（8時間53分）
関門4 71.3km地点
（10時間10分）
関門5 79.5km地点
（11時間12分）
関門6 86.9km地点
（12時間18分）
関門7 93.9km地点
（13時間16分）
（7時間12分）
60km 関門1 39.5km地点
の部 関門2 46.9km地点
（8時間18分）
関門3 53.9km地点
（9時間16分）

第

26 回

※荒天・道路改良等によりコースを一部変更した場合は関門位置・時間等を変更する場合があります。

ー参加者へのお願いー
移動応援は選手が危険です

交通規制を行っています

コースには非常に狭い部分があります。選手のご家族の方、
友人等の移動応援はレー
ス運営、
選手の安全確保の面などで大きな支障となっていますので、
自動車・自転車等
での移動応援は厳禁とします。応援については旅行社が用意します
「応援バス」
（有料）
をご利用ください。
なお、移動応援については競技役員による車両ナンバーの確認などを実施し、
発覚した場合は該当選手を失格とします。
また移動応援による事故については、大会主催者は一切の責任を負いません。

募集パンフレット請求先

四万十川ウルトラマラソン
パンフレット発送センター

本大会では、
スタート会場や交通量の多い場所で交通
規制を行っていますが、
選手の方は道路の左側を走行し、
自動車などの通行にくれぐれもご注意ください。
レース中、大会で許可した人以外の伴走は受けられません。
顔が認識できない服装（覆面等）
での参加は認められません。

※専用振替用紙のお取り扱いはございません。
パンフレットのみの発送となります。

ご請求の際は、下記 2 点を同封の上、お送りください。
①大会名と希望部数を記入した用紙
②ご自身の氏名・住所を書いた返信用封筒（希望部数に応じた切手を貼付のこと）
※ご希望枚数により切手の料金と封筒の大きさが変わります。
（長形 3 号）1 〜 3 部 92 円、4 〜 6 部 140 円
（角形 2 号）7 〜 9 部 205 円、10 部〜 20 部 250 円
※5 月 29 日（金）を過ぎてのご請求はお受けいたしかねます。

START▶ 100km/5：30・60km/9：30
■参加申込期間

5.15. Fri

お申し込みはインターネットから
※専用振替用紙での申し込みはありません

6.5. Fri

http://shimanto-ultra.jp/
https://runnet.jp/

■主催：幡多地区陸上競技協会・四万十市・四万十町

申し込み多数の場合、エントリーは
抽選にて決定いたします。1人複数
回の申し込みは抽選対象から外させ
ていただきます。
新型コロナウィルスの感染が早く終息する
ことを願っています。

四万十川ウルトラマラソンでは参加料の一部を清流保全のための四万十市四万十川
清流保全基金と四万十町ふるさと支援寄付金に寄付いたします。

第26回

給水・給食体制が充実

四万十川を巡る雄大なコース

地元の熱烈歓迎

四万十川ウルトラマラソンの最大の魅力は、何と言っても最後
の清流「四万十川」に出会えること。コース途中では四万十名
物「沈下橋」で四万十川の流れを間近に感じ、雄大な自然を堪
能できます。

レース期間中、街は歓迎ムード一色。100km・60kmいずれの
会場でも心のこもった前夜祭でおもてなしを企画。また受付会
場では小中学生が参加者への思いを込めて地元の風物詩を描
いた四万十川の石をプレゼント。心温まる風景です。

2020年10月18日
（日）
10月17日
（土）
11：00〜18：00

10月17日
（土）
11：00〜18：00
（四万十町十和体育館）
10月18日
（日）
7：00〜8：30
（四万十町こいのぼり公園前）
9 時 30 分
※60kmの部は30分スタートが早くなりました。
NPO 法人高知陸上競技協会、高知県、国土交通省四国
地方整備局中村河川国道事務所、四万十市教育委員会、
四万十町教育委員会、
（公財）四万十市スポーツ協会、大
正・十和スポーツクラブ、西土佐体育協会、
（公財）高知県
観光コンベンション協会、
（公財）高知県スポーツ協会、高知
新聞社、読売新聞高知支局、
毎日新聞高知支局、
朝日新聞
高知総局、
NHK 高知放送局、RKC 高知放送、KUTVテレビ
高知、KSSさんさんテレビ
陸上自衛隊第50普通科連隊、
四万十市区長会、
十和地区
区長連絡協議会、
中村商工会議所、
四万十町商工会、
四万
十市西土佐商工会、
（一社）
四万十市観光協会、
（一社）
四万
十町観光協会、
（株）
西土佐四万十観光社、
（一社）
中村青年
会議所、
十和連合青年団、
西土佐連合青年団、
四万十市中

NEW

頼れる完走請負人
12時間、13時間、14時間のフィニッシュサポーターがあなた
を完走へ導きます。

村支部連合婦人会、
四万十市連合婦人会西土佐支部、
四万十町連合婦人
会十和支部、
四万十市商店街振興組合連合会、
四万十市民憲章推進協議
会、
中村ロータリークラブ、
四万十ライオンズクラブ、
四万十市食生活改善推
進協議会、
JTB西日本、
東武トップツアーズ、
日本バナナ輸入組合 他

日本シグマックス
（ZAMST）
、デッカーズジャパン合 同 会 社
（HOKA ONE ONE）
、ロジクール
（Jaybird）
、味の素、幡多信
用金庫、四国銀行、高知銀行、四国電力、第一コンサルタンツ、
四万十黒潮旅館組合、日清食品 他

ウルトラを完走するのに重要なポイントの一つが給水・給食。
5km以降の約2.5km毎に水。5km毎にスポーツドリンク、バ
ナナ。20km毎にはおにぎり、パンなどの給食。その他にもカス
テラ、みそ汁、
レモン、梅干し、みかん等を準備し、ウルトララン
ナーをサポートします。地元産品も提供予定です。

ご注意ください
100kmの部／18,000円 1,800名
60kmの部／13,000円 1,600名

100km 登録の部出場の
エントリーには
JAAF ID が必要です。
（数字 11 桁）

2020年5月15日(金)〜6月5日(金)

※100kmの部には、別途海外選手枠を設けます。

・申込者数は定員を大きく上回る可能性が高いため、すべて抽選にて参加決定いたします。
・抽選結果は7月上旬にメールで通知いたします。
・当選者が指定期間内に参加料の振込手続きを終えられた時点で、エントリー完了となります。
・入金者数が定員に達しない場合は、落選者から2次抽選を行う場合があります。2次抽選を行う場合は大会オフィシャル
サイトにてお知らせし、8月上旬に2次抽選の当選者のみに連絡します。
・大会が定めた期間外の申し込み、入金及び1人複数回の申し込みは全て失格となります。
（100kmと60kmの重複申込も同様に失格となります）
・募集定員には、ゲスト等の主催者枠を含みます。

事前に必ず JAAF ID の
確認をしてください
JAAF ID の確認は所属している都道
府県陸上競技協会にお問い合わせい
た だ くか、JAAF ID 検 索 シス テ ム
（https://api.start.jaaf.or.jp/search）
をご利用ください。
陸連登録が確認できない場合は、自
動的に一般の部へ変更いたします。

RUNNET

10時間
申込手数料 申込締切

2020年日本陸上競技連盟競技規則、並びに本大会申し合わ
せ事項により行う。

※申込方法はインターネットのみです。専用振替用紙からの申し込みはありません。

2.地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等、主催者の責によらない事由で大会が中止となる場合、参加料・手数料については、中止を
決定した時点で実際にかかった費用等を勘案して返金の有無・金額等を決定します。

6/5
（金）

抽選結果通知
抽選

7月上旬

参加料支払方法
お申し込みの際に
お選びいただけます
※エントリー手数料
参加料の5.15%

参加料支払期限

7月下旬

10.移動応援はいたしません。もし発覚した場合、失格、表彰の取り消し、次回以降の資格はく奪等主催者の決定に従います。また
移動応援に関して事故等発生しても主催者の責任は問いません。

参加料の一部を清流保全のための四万十市四万十川清流
保全基金と四万十町ふるさと支援寄付金に寄付いたします。

MCC参加大会に出場したランナーには、下記のような特典があります。
今年、四万十川ウルトラマラソンはマラソンチャレンジカップ（MCC100）に参加しています。❶大会新記録で優勝したランナーにタイムに応じて賞金を授与。
MCCは、マラソンに初めて挑戦するランナーから日本記録を目指すトップランナーまで、
マラソンを走るすべてのランナーを応援するプロジェクトです。

※主催：一般財団法人アールビーズスポーツ財団

詳しくは、MCC公式HPをご覧ください。

https://www.marathon-cc.com/

❷男子でサブ9、女子でサブ10を達成 したランナーに「M CC特別記録証」を発行。
❸自己ベスト達成、年間自己ベスト達成者に「M CC特別記録証」を発行。

