




2014年（平成26年）2月9日（日）
 9 ：00
10：00
10：45
15：00

マラソン、ぺアリレーマラソン　北九州市役所前をスタート
ファンラン（3キロ、5キロ）　北九州国際会議場前をスタート
ファンラン終了　（フィニッシュは北九州国際会議場前）
マラソン、ぺアリレーマラソン終了　（フィニッシュは北九州国際会議場前）

ファンラン
Start・Finish

折し返し地点
門司港レトロ

寄稿　北九州マラソン実行委員会寄稿　北九州マラソン実行委員会

開催日時

北九州マラソン実行委員会

北九州市、（一財）福岡陸上競技協会主　　催

主　　管

コース

マラソン
ぺアリレー Finish

マラソン
ぺアリレー Srart
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　今大会は北九州市の見所を取りいれた魅力

満載のコースになっています。まず、スタート地

点の小倉北区市役所前。小倉城や中央図書

館、リバーウォーク北九州などの特徴的な建物

と、広大な勝山公園、おだやかな紫川の流れが

絶妙な調和を見せる北九州独特の都市景観を

作り出しています。スタート後は到津の森公園を

過ぎ、日本近代製鉄発祥の地・八幡東区東田地

区へ。東田第一高炉、いのちのたび博物館、ス

ペースワールドに見送られながら戸畑区へ進

みます。

　戸畑から小倉へ戻ると海岸沿いを門司港方

面へ向かいます。途中、門司駅付近では右手に

大正レトロの雰囲気残す門司赤煉瓦プレイス、

左手に武蔵、小次郎決闘の地・巌流島（舟島）

が目に入ると、折り返し地点の門司港岸壁まで

あと少し。真正面に関門橋を見据えながら小倉

へと反転。フィニッシュの国際会議場前まで、北

九州の観光資産となった「工場風景」をお楽し

みいただけます。

　２００７年の東京マラソン開催以降ランニング

人口が増え、１０００万人を超えたともいわれてい

ます。そんな中「市民マラソン大会」が脚光を浴

びるようになり、全国各地で開催されています。

　２０１４年2月９日、当市初のフルマラソン大会

「北九州マラソン２０１４」を開催します。大会の

テーマは「未来へ、かける」。

　「駆ける」―走る。「架ける」―つなぐ架け橋。

「翔ける」―上昇する。「掛ける」―声を掛け合

う…。たくさんの想いを「かける」に込めました。

市制50周年の記念事業にふさわしい、「未来

へ  かける」きっかけになればと考えています。

いとうづ

北九州市の           魅力が詰まった４２．195ｋｍ
若戸大橋

関門海峡
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撮影協力：北九州市立大学地域創生学群「まちなかコンシェルジュ隊」

スタート地点 市役所前からスタート。北九州の様々な景色を楽しみながら
走ることができます

カウントダウンボード
11月1日、小倉駅にて。除幕式には北九州市の
マスコットキャラクターも登場しました

1万人のランナー応援企画
「みんなｄｅフレフレ! ガンバレ!! キャンペーン」

同日開催「北九州夢・未来フェスタ2014」では
空と海から北九州マラソンを応援します！

①  8：30～10：30
②14：30～16：30

市庁舎周辺上空
あさの汐風公園
周辺上空

①11：00～12：00
②12：30～13：30　
※乗船申し込みは終了しています

関門海峡ファミリークルーズ飛行船「夢・未来号」フライト

祝 北九州市制50周年

オリジナルのメッセージやイ
ラストを入れて応援できる
メガホンを特設ＷＥＢサイト
よりダウン
ロードいただ
けます。

ランナーへの“愛”や“勇気”や“笑い”や“癒し”を与えるメッセージを
募集しました。当日は「言葉の力」でランナーを応援します。

フレフレ！ガンバレ！！メッセージ

フレフレ！ガンバレ！！メガホン

フレフレ！ガンバレ！！ステージ

東田ステージ（約7km付近）

旭町ステージ（約12km付近）

浅野ステージ（約20km付近）

小森江ステージ（約27km付近）

門司港ステージ（約30km付近）

大里ステージ（約37km付近）

フィニッシュステージ（フィニッシュ付近）

名　称 場　所 最寄駅
東田大通り公園

ローソン戸畑旭町店駐車場

国道199号沿い芝生スペース

豊光産業駐車場

海峡ドラマシップ芝生広場

楽の湯もじ駐車場
※交通規制中は国道199号は横断できません

西日本総合展示場横
（国際会議場前側）

スペースワールド駅

戸畑駅

小倉駅

小森江駅

門司港駅

門司駅

小倉駅

沿道７か所にステージから祇園太鼓・チアリーディング・ブラスバンドなどの
パフォーマンスでエールを送ります。

の
り
し
ろ

大会を支える
　北九州マラソン2014の参加ランナーは

１万人超、制限時間は６時間。この間、大規模

な交通規制を実施することとなります。沿道

の住民や事業所のご理解ご協力があって初

めて開催することができます。

　また、４千人を超える市民ボランティアにも

受付、給水所運営、仮設トイレ管理、道路の

安全確保など様 な々場面でお手伝いいただ

きます。ボランティアの皆さんが大会終了後

「良かった。また参加したい」と思えるような

大会になって初めて成功と言えるでしょう。

市
民
の
力

　ランナーにとって沿道からの応援が何よりの力に。
苦しい状況で走るランナーの市民マラソン大会への
評価は“応援の温かさ”にあるといっても過言ではあり
ません。
　開催１００日前の11月１日、小倉駅にカウントダウン
ボードを設置し、応援キャンペーンを開始しました。沿
道7か所に設置した「フレフレ！ガンバレ！！ステージ」
や、ＷＥＢサイトからダウンロードして作れる「フレフレ！
ガンバレ！！メガホン」など、精一杯のエールを送れるよ
う様 な々取り組みを行っています。給食所で提供する
ランナー用の食品にも多くの企業からご協力をいただ
きました。
　“走る人、手伝う人、応援する人、みんな北九州マラ
ソンの参加者です”をスローガンに、北九州マラソン
2014は、参加してくださったすべての市民が主役とし
て、笑顔になれる大会を目指しています。

応援の力が
ランナーの力に
応援の力が
ランナーの力に

●北九州マラソン コースMAP
http://kitakyushu-marathon. jp/ganbare/

34FFG MONTHLY SURVEY Vol.68



撮影協力：北九州市立大学地域創生学群「まちなかコンシェルジュ隊」

スタート地点 市役所前からスタート。北九州の様々な景色を楽しみながら
走ることができます

カウントダウンボード
11月1日、小倉駅にて。除幕式には北九州市の
マスコットキャラクターも登場しました

1万人のランナー応援企画
「みんなｄｅフレフレ! ガンバレ!! キャンペーン」

同日開催「北九州夢・未来フェスタ2014」では
空と海から北九州マラソンを応援します！

①  8：30～10：30
②14：30～16：30

市庁舎周辺上空
あさの汐風公園
周辺上空

①11：00～12：00
②12：30～13：30　
※乗船申し込みは終了しています

関門海峡ファミリークルーズ飛行船「夢・未来号」フライト

祝 北九州市制50周年

オリジナルのメッセージやイ
ラストを入れて応援できる
メガホンを特設ＷＥＢサイト
よりダウン
ロードいただ
けます。

ランナーへの“愛”や“勇気”や“笑い”や“癒し”を与えるメッセージを
募集しました。当日は「言葉の力」でランナーを応援します。

フレフレ！ガンバレ！！メッセージ

フレフレ！ガンバレ！！メガホン

フレフレ！ガンバレ！！ステージ

東田ステージ（約7km付近）

旭町ステージ（約12km付近）

浅野ステージ（約20km付近）

小森江ステージ（約27km付近）

門司港ステージ（約30km付近）

大里ステージ（約37km付近）

フィニッシュステージ（フィニッシュ付近）

名　称 場　所 最寄駅
東田大通り公園

ローソン戸畑旭町店駐車場

国道199号沿い芝生スペース

豊光産業駐車場

海峡ドラマシップ芝生広場

楽の湯もじ駐車場
※交通規制中は国道199号は横断できません

西日本総合展示場横
（国際会議場前側）

スペースワールド駅

戸畑駅

小倉駅

小森江駅

門司港駅

門司駅

小倉駅

沿道７か所にステージから祇園太鼓・チアリーディング・ブラスバンドなどの
パフォーマンスでエールを送ります。

の
り
し
ろ

大会を支える
　北九州マラソン2014の参加ランナーは

１万人超、制限時間は６時間。この間、大規模

な交通規制を実施することとなります。沿道

の住民や事業所のご理解ご協力があって初

めて開催することができます。

　また、４千人を超える市民ボランティアにも

受付、給水所運営、仮設トイレ管理、道路の

安全確保など様 な々場面でお手伝いいただ

きます。ボランティアの皆さんが大会終了後

「良かった。また参加したい」と思えるような

大会になって初めて成功と言えるでしょう。

市
民
の
力

　ランナーにとって沿道からの応援が何よりの力に。
苦しい状況で走るランナーの市民マラソン大会への
評価は“応援の温かさ”にあるといっても過言ではあり
ません。
　開催１００日前の11月１日、小倉駅にカウントダウン
ボードを設置し、応援キャンペーンを開始しました。沿
道7か所に設置した「フレフレ！ガンバレ！！ステージ」
や、ＷＥＢサイトからダウンロードして作れる「フレフレ！
ガンバレ！！メガホン」など、精一杯のエールを送れるよ
う様 な々取り組みを行っています。給食所で提供する
ランナー用の食品にも多くの企業からご協力をいただ
きました。
　“走る人、手伝う人、応援する人、みんな北九州マラ
ソンの参加者です”をスローガンに、北九州マラソン
2014は、参加してくださったすべての市民が主役とし
て、笑顔になれる大会を目指しています。

応援の力が
ランナーの力に
応援の力が
ランナーの力に

●北九州マラソン コースMAP
http://kitakyushu-marathon. jp/ganbare/


