〜記録より、記憶に残る、海響のドラマ〜

下関海響マラソン2022
11月 6 日
雨天決行

10,000人のランナーのために、皆様のご協力をお願いいたします。
観光交流都市「下関市」を全国に向けてアピールするとともに、
「下関市の活性化」を図ることを目的と

日

して、下関海響マラソンを開催いたします。数々の歴史の舞台となった関門海峡と美しい響灘をコースとした
本大会は、本年度で15回を数え、全国でも人気の高い大会に成長しました。
「下関海響マラソン2022」が
下関海響マラソン
イメージキャラクター

カッケルン

成功をおさめるためには、市民一人ひとりのご協力が必要となります。また、大会当日は交通規制を行う
ため、かなりの交通混雑が予想されます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

ご協力を

お願いいたします！
！
●駐車禁止区域やコース沿道及び反対車線には絶対に
駐車しないでください。
●大会開催時は交通渋滞が予想されます。渋滞緩和の
ため、お出かけの際は公共交通機関等をご利用いた
だくよう、ご協力をお願いいたします。
●下関駅・海峡メッセ下関周辺へのマイカーの乗り入れはご
遠慮ください。会場へご来場の方はバスまたはJRを
ご利用ください。
●沿道で応援する際は、新型コロナウイルス感染対策を講
じたうえ、
怪我や事故などに注意し、競技の妨げにならな
いようご協力をお願いします。

ゲストランナーご紹介

みちした

みさと

道下 美里

交通規制時間

❶スタート・フィニッシュ
（海峡メッセ下関周辺）.............. 6：00〜15：30…全面通行止め ※スタート後一部順次解除
❷国道9号（細江交差点〜唐戸交差点）........................... 8：15〜 9：30…北側車線対面通行、南側車線通行止め

❸国道9号（唐戸交差点〜関門医療センター前交差点）... 8：10〜10：45…全面通行止め ※9：30から一部順次解除
❹港湾道路（唐戸交差点〜下関港国際ターミナル）........ 8：00〜15：00…全面通行止め ※唐戸交差点〜海峡メッセ下関周辺…一部順次解除
（下関港国際ターミナル〜大和町交差点）... 8：
（順行）
３0〜15：00…全面通行止め ※山口新聞社前は片側通行
❺港湾道路・市道

❻県道南風泊港線（大和町交差点〜緑町交差点）...........［下関方面］8：45〜15：00…全面通行止め［彦島方面］8：45〜15：00…1車線順行通行
❼県道福浦港金比羅線（緑町交差点〜金比羅交差点）.... 8：45〜15：00…全面通行止め

おぎわら

つぎはる

荻原 次晴

❽国道191号（金比羅交差点〜汐入交差点）................... 9：15〜14：00…東側車線対面通行、西側車線通行止め
❾下関北バイパス
（汐入交差点〜垢田出入口）............... 9：15〜14：00…全面通行止め

❿市道武久新垢田西線（武久交差点〜長州出島前）........ 9：15〜13：45…海側全面通行止め、住宅側2車線順行通行

1977年1月19日生 山口県下関市出身
2004年盲学校在学中に陸上競技と出会い、2008年からフルマ
ラソンに挑戦する。144㎝と小柄だが、
「あきらめない心」
「挑戦す
る心」で、次々と各地の大会へ出場。2016年に出場したリオデ
ジャネイロパラリンピック視覚障がい者女子マラソンで銀メダル
を獲得。
2017年防府読売マラソンで世界新記録を樹立、2020年同大会
で自身の持つ世界記録をさらに更新して四連覇を達成。
2021年東京2020パラリンピックでは大会新記録で見事金メダ
ルを獲得した。
2016年
リオデジャネイロパラリンピック 銀メダル
2017年〜2019年 WPAマラソン世界選手権（ロンドンマラソン）優勝
防府読売マラソン 優勝
2019年〜2020年 別府大分毎日マラソン 優勝
防府読売マラソン 優勝
2020年
（2時間54分13秒）※世界新記録
2021年
東京2020パラリンピック 金メダル
（3時間00分50秒）※パラリンピック大会新記録

双子の兄・健司とともにノルディック複合選手として頭角を現し、
1994年からワールドカップに参戦。1995年の世界選手権では団
体金メダルを獲得する。
1998年は念願の長野五輪に出場、入賞を果たした。引退後はス
ポーツキャスターとしてメディアに多数出演。オリンピアンの代表
格のひとりとして、ウィンタースポーツをはじめ広くスポーツの普
及活性に取り組んでいる。その活動が認められ、2017年には日
本オリンピック委員会特別貢献賞を兄弟で受賞。アウトドア活動
の経験から
「次晴登山部」
を発足。ツアーを企画し、日本百名山登
頂に挑戦中
（2022年8月現在72座登頂）
。
1993年〜1994年

全日本選手権 3位
ワールドカップ 初出場
1994年〜1995年 ワールドカップ通算 2位2回、入賞7回（総合4位）
世界選手権 個人10位、団体金メダル
1995年〜1996年 ワールドカップ通算 入賞4回
1997年〜1998年 ワールドカップ通算 入賞2回
長野オリンピック 個人6位入賞、団体5位入賞
現役引退

生年月日：1964年2月13日 山口県下関市出身
略歴：下関工業高校（現下関工科高校）卒業後、川崎製鉄水島製
鉄所入社
1984年
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宮本 和知

ねこ

猫 ひろし

裏面に地区別詳細図を掲載していますので、ご覧ください。

ロサンゼルスオリンピック日本代表・金メダル獲得
読売巨人軍にドラフト3位指名
1985年 読売巨人軍入団
3度の胴上げ投手を経験（ 89年セ・リーグ・日本シリーズ、
90年セ・リーグ）
1997年 引退（通算成績66勝62敗4セーブ 防御率3.60）
2008年 山口ふるさと大使 就任
2019年 読売ジャイアンツ 1軍投手総合コーチ
2020年 読売ジャイアンツ 1軍投手チーフコーチ
2022年 読売ジャイアンツ 球団社長付アドバイザー
読売ジャイアンツ 女子硬式野球チーム チームアドバイザー
ジャイアンツアカデミー 校長

1977年8月8日生まれ、千葉県市原市出身。
2003年よりワハハ本舗所属。
芸人活動と並行し、マラソンランナーとしても活動。
2006年「TBS感謝祭」赤坂ミニマラソンで好成績を出し、マラソ
ンジムに通うようになる。
2008年東京マラソンで本格的にマラソンに着手。
2011年カンボジアにてオリンピック代表になるべく国籍を変更。
一度、カンボジア代表でロンドンオリンピック出場決定となるが、
IOCより参加資格を満たしていないと判断され、オリンピック消
滅となった。
その後もオリンピック出場の夢を追い続け、4年間カンボジアで1
位を死守、2016年リオジャネイロオリンピック男子マラソンカン
ボジア代表で出場を果たし、139位で完走した。
ベストタイムは2時間27分48秒（東京マラソン2015）のオリン
ピックに出場したお笑い芸人である。

Ⓐ海峡メッセ下関周辺及び東大和町〜岬之町地区 Ⓑ唐戸〜長府外浦地区 Ⓒ彦島〜大和町地区 Ⓓ新垢田〜汐入町〜金比羅町地区

［お問い合わせ先 ］

下関海響マラソン実行委員会事務局 TEL.083‑231‑2729

［ 大会ホームページ］

https://kaikyomarathon.jp

下関海響マラソン2022
マラソンコース周辺の住民、事業所及び施設利用の皆様には、
交通規制によりご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。

11月6日

日

■ 大会を安全に運営できるように、誘導員等の指示に従ってください。
■ 最終ランナーが通過した後は、規制時間内でも安全確認ができしだい順次交通規制を解除いたします。
■ マラソンコースの沿道には、絶対に駐車をしないでください。

［山の田交差点］

コスモス

DCMダイキ
ダイハツ

ヤマダデンキ

至長府駅

ホテル 風の海
マックスバリュ

交通規制によるバス路線変更について

■国道9号
（下関駅方面）
【8：15〜9：30】
海響館前、三百目、入江口バス停は乗降できません。
■国道9号
（下関駅方面）
【8：00〜10：45】
（市立美術館の代わり）
に停車し、
関門医療センターバス停
マリンランドバス停
（中）
で折り返し、
長府トンネル経由
（ノンストップ）
で迂回運行します。
■国道9号
（長府方面）
【8：00〜10：00】
唐戸バス停新下関方面乗り場手前付近に停車し、
長府トンネル経由
（ノンストップ）
から印内交差点を右折し、
マリンランドバス停
（中）
で折り返し、
市立美術館前上りから停車します。
■火の山線
（下関駅方面）
【8：00〜10：45】
火の山口から椋野トンネル経由
（ノンストップ）
で迂回運行します。
■火の山線
（火の山方面）
【8：00〜9：30】
（ノンストップ）
で迂回運行します。
唐戸から椋野トンネル経由
■金比羅、
及び汐入町(山の田方面)バス停
【9：15〜14：00】
バス停は臨時バス停へ移動します。
■海士郷線【8：30〜15：00】
（ノンストップ）
で迂回運行します。
大和町二丁目経由
■荒田経由
（下関駅方面）
【8：45〜15：00】
（ノンストップ）
で迂回運行します。
変電所前から江の浦経由
■ロータリー
（下関駅方面）
バス停【8：45〜15：00】
バス停は武道館前と水門横
（本村経由・海士郷線）
に移動します。
■ロータリー
（彦島島内方面）
バス停【8：45〜15：00】
バス停は支所前に移動します。
（荒田行きはそのまま）
■東大和町周辺バス停【8:30〜15:00】
埠頭口、ダイハツ工場前、東大和町、林兼産業前のバス停は
ご利用できません。

マルショク

ダイレックス

【お問い合わせ：サンデン交通
（株）
】
℡.083-232-7775
（月〜金）℡.083-231-7133
（土日祝）
メディア 情 報
「下関海響マラソン2022 特別番組」放送
11月19日
（土）夕方ごろ
（予定）

《山口放送》
《山口新聞》

【お問い合わせ】下関海響マラソン実行委員会事務局

11月7日
（月）付「全完走者」記録掲載
購入方法は、みなと山口合同新聞社のホームページでご確認ください。

TEL.083-231-2729

大会ホームページ https://kaikyomarathon.jp

