Press Release
2017 年 3 月 21 日
一般財団法人アールビーズスポーツ財団

アールビーズスポーツ財団、
「第 20 回全国ランニング大会 100 撰」を発表
市民参加型スポーツイベントを支援している一般財団法人アールビーズスポーツ財団（事務局：東京都
渋谷区、代表理事：下条由紀子、以下、アールビーズスポーツ財団）は、大会に出場したランナーの大会
評価を参考に選出される「第 20 回全国ランニング大会 100 撰」を本日発表しました。今回は、47 都道
府県中、39 都道府県（昨年は 38）で選出されました。
■「全国ランニング大会 100 撰」とは
アールビーズスポーツ財団が主催しており、ランナーへの情報提供や大会全体の質を向上させることを
目的としています。株式会社アールビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本治朗、以下、アール
ビーズ）が発行する「月刊ランナーズ」編集部が業務委託を受けて選考を行います。選考にあたっては、
アールビーズが運営するランニングポータルサイト「RUNNET（ランネット）」
（http://runnet.jp/）にあ
る「大会レポ」にて、コースの走りやすさや安全管理、大会情報の周知、記録計測、表彰内容や、さらに
は大会の熱気、地域の特色を活かしているかといった 24 項目を参加ランナーが評価、この投票結果を参
考に選出されます。
「RUNNET」開設の 1997 年から始まり、今回で 20 回目になります。4 月中旬頃に
各大会へアールビーズスポーツ財団から表彰状が贈られます。
■都道府県ごとの選出大会内訳
都道府県ごとの入選大会数の内訳は以下です。（）は昨年の数
北海道 4（４）
、岩手 1（0）
、山形 3（３）
、福島 4（３）
、茨城 4（７）
、栃木 2（３）
、群馬 3（４）
、埼
玉 3（５）
、千葉 5（７）
、東京 6（６）
、神奈川 2（3）
、新潟 6（３）
、富山 3（３）
、石川 2（２）
、山
梨 １（２）
、長野 9（６）
、岐阜 3（３）
、静岡 5（４）、愛知 1（1）
、三重 2（1）
、滋賀 1（１）
、京都
3（３）
、大阪 １（2）
、兵庫 8（６）
、奈良 1（１）
、和歌山 1（１）、岡山１（1）
、鳥取 1（０）
、山口 2
（１）
、徳島 １（２）
、愛媛 2（２）
、香川 1（0）、高知 2（１）、福岡 １（２）、佐賀 1（１）、熊本 1
（１）
、大分 1（１）
、宮崎 1（１）
、鹿児島 1（０）。
入選大会の詳細は、
▼RUNNET「全国ランニング大会 100 撰」http://runnet.jp/runtes/best100/
▼「月刊ランナーズ」
（2017 年 5 月号）
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【アールビーズスポーツ財団について】
ランニングの普及・発展のための事業を数多く実施してきた「ランナーズグループ」によって 2010 年に
設立された財団法人。市民ランニング界に貢献する人や団体、大会に贈られる「ランナーズ賞」、走ろう
にっぽんプロジェクト、ランナーズマイスター認定制度の運営など、社会貢献事業や公共性の高い事業を
行っている。現在はランニングのみならず、自転車なども含めて市民参加型のスポーツイベントを支援。
ランニング関連データの収集、主催者への情報提供、ボランティア育成・派遣などにも取り組んでいる。

・名 称
・代表者
・事務局
・設 立
・事業内容
・ＵＲＬ

：一般財団法人アールビーズスポーツ財団
：代表理事 下条由紀子
：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-4-12 DT 外苑
：2010 年
：
「ランナーズ賞」運営、市民参加型スポーツイベント支援、ボランティア育成等
：http://www.r-bies.or.jp/

【本件に関する報道関係者お問い合わせ先】
＜アールビーズスポーツ財団 広報事務局＞
株式会社アールビーズ 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-4-12 DT 外苑
小俣、小川 TEL：03-5771-7909 Email：press@runners.co.jp
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＜添付資料＞「第 20 回全国ランニング大会 100 撰」に選出された大会一覧
大会名

開催日

開催地

第 18 回 長野マラソン

2016/04/17

長野県、長野市

第 9 回信州なかがわハーフマラソン

2016/05/05

長野県、中川村

軽井沢ハーフマラソン 2016

2016/05/22

長野県、軽井沢町

第 2 回 信州安曇野ハーフマラソン

2016/06/12

長野県、安曇野市

第 30 回やぶはら高原ハーフマラソン

2016/07/16

長野県、木祖村

第 14 回小布施見にマラソン

2016/07/17

長野県、小布施町

第 4 回信州駒ヶ根ハーフマラソン

2016/09/25

長野県、駒ヶ根市

信越自然郷 第 4 回北信州ハーフマラソン

2016/09/25

長野県、飯山市

第 33 回大町アルプスマラソン

2016/10/16

長野県、大町市

世界遺産姫路城マラソン 2016

2016/02/28

兵庫県、姫路市

第 3 回香住ジオパークフルマラソン

2016/04/24

兵庫県、香美町香住区香住

第 29 回麒麟獅子マラソン

2016/05/22

兵庫県、新温泉町

第 19 回村岡ダブルフルウルトラランニング

2016/09/25

兵庫県、香美町

第 6 回 赤穂シティマラソン

2016/11/13

兵庫県、赤穂市

第 6 回神戸マラソン

2016/11/20

兵庫県、神戸市

第 28 回三田国際マスターズマラソン

2016/12/18

兵庫県、三田市

第 28 回加古川マラソン

2016/12/23

兵庫県、加古川市

青梅マラソン

2016/02/21

東京都、青梅市

東京マラソン 2016

2016/02/28

東京都、新宿区

第 2 回かつしかふれあい RUN フェスタ 2016

2016/03/13

東京都、葛飾区

練馬こぶしハーフマラソン 2016

2016/03/27

東京都、練馬区

柴又 100K～東京⇔埼玉⇔茨城の道～

2016/06/05

東京都、葛飾区

目黒シティラン ～健康マラソン大会～

2016/11/27

東京都、目黒区

第 16 回柏崎潮風マラソン

2016/05/15

新潟県、柏崎市

第 7 回南魚沼グルメマラソン

2016/06/12

新潟県、南魚沼市

2016 越後湯沢秋桜ハーフマラソン

2016/09/25

新潟県、湯沢町

第 11 回えちご・くびき野 100km マラソン

2016/10/09

新潟県、上越市

第 38 回寺泊シーサイドマラソン

2016/10/16

新潟県、長岡市

第 8 回ごせん紅葉マラソン

2016/11/13

新潟県、五泉市

都道府県

長野

兵庫

東京

新潟
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静岡

千葉

静岡マラソン 2016

2016/03/06

静岡県、静岡市

第 11 回 掛川・新茶マラソン

2016/04/10

静岡県、掛川市

第 8 回しまだ大井川マラソン in リバティ

2016/10/30

静岡県、島田市

第 19 回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

2016/11/13

静岡県、磐田市

富士マラソンフェスタ 2016 in FUJI SPEEDWAY

2016/11/19

静岡県、小山町

第 36 回館山若潮マラソン

2016/01/31

千葉県、館山市

2016 成田 POP ラン大会

2016/11/13

千葉県、成田市

銚子半島ハーフマラソン ～さんまマラソン～

2016/11/20

千葉県、銚子市

第 9 回いすみ健康マラソン（増田明美杯）

2016/12/03

千葉県、いすみ市

第 19 回ニューリバーロードレース in 八千代

2016/12/11

千葉県、八千代市

2016/02/14

福島県、いわき市

第 56 回伊達ももの里マラソン

2016/08/28

福島県、伊達市

第 28 回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン

2016/10/02

福島県、会津若松市

猪苗代湖ハーフマラソン 2016

2016/10/23

福島県、猪苗代町

第 31 回サロマ湖 100km ウルトラマラソン

2016/06/26

北海道、北見市、湧別町、佐呂間町

第 44 回釧路湿原マラソン

2016/07/31

北海道、釧路市

第 30 回記念 北海道マラソン 2016

2016/08/28

北海道、札幌市

オホーツク網走マラソン 2016

2016/09/25

北海道、網走市

第 64 回勝田全国マラソン

2016/01/31

茨城県、ひたちなか市～東海村

第 26 回かすみがうらマラソン 兼 国際盲人マラソン

2016/04/17

茨城県、土浦市

第 11 回かさま陶芸の里ハーフマラソン

2016/12/18

茨城県、笠間市

第 16 回日立さくらロードレース

2016/04/10

茨城県、日立市

第 15 回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン

2016/06/05

山形県、東根市

第 4 回 山形まるごとマラソン

2016/10/02

山形県、山形市

天童ラ・フランス マラソン 2016

2016/11/05

山形県、天童市

第 6 回 高橋尚子杯 ぎふ清流ハーフマラソン

2016/05/15

岐阜県、岐阜市

第 5 回飛騨高山ウルトラマラソン

2016/06/12

岐阜県、高山市

いびがわマラソン 2016

2016/11/13

岐阜県、揖斐川町

京都マラソン 2016

2016/02/21

京都府、京都市

2016/09/18

京都府、京丹後市

～日本の復興を「いわき」から～ 第 7 回いわきサン
シャインマラソン
福島

北海道

茨城

山形

岐阜

京都

国際親善大会第 16 回 2016 歴史街道丹後 100km
ウルトラマラソン
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第 2 回 京都亀岡ハーフマラソン大会

2016/12/11

京都府、亀岡市

第 9 回嬬恋高原キャベツマラソン

2016/07/03

群馬県、嬬恋村

第 4 回 榛名湖マラソン

2016/09/25

群馬県、高崎市

第 26 回ぐんまマラソン

2016/11/03

群馬県、前橋市

2016/03/05

埼玉県、鴻巣市

2016/04/10

埼玉県、本庄市

2016/11/20

埼玉県、戸田市

第 36 回魚津しんきろうマラソン

2016/04/24

富山県、魚津市

第 33 回カーター記念黒部名水マラソン

2016/05/29

富山県、黒部市

富山マラソン 2016

2016/10/30

富山県、富山市・高岡市・射水市

第 29 回大田原マラソン

2016/11/23

栃木県、大田原市

第 3 回 はが路ふれあいマラソン

2016/12/18

栃木県、真岡市

能登和倉万葉の里マラソン 2016

2016/03/13

石川県、七尾市

金沢マラソン 2016

2016/10/23

石川県、金沢市

下関海響マラソン 2016

2016/11/06

山口県、下関市

2016/12/18

山口県、防府市

2016/10/16

三重県、菰野町

2016/12/03

三重県、伊勢市

第 54 回愛媛マラソン

2016/02/07

愛媛県、松山市

第 25 回四国せいよ朝霧湖マラソン

2016/05/03

愛媛県、西予市

横浜マラソン 2016

2016/03/13

神奈川県、横浜市

第 12 回はだの丹沢水無川マラソン

2016/12/04

神奈川県、秦野市

高知龍馬マラソン 2016

2016/02/14

高知県、高知市・南国市・土佐市

第 22 回四万十川ウルトラマラソン

2016/10/16

高知県、四万十市

愛知

名古屋ウィメンズマラソン 2016

2016/03/13

愛知県、名古屋市

岩手

第 35 回一関国際ハーフマラソン

2016/09/18

岩手県、一関市

大分

第 65 回 別府大分毎日マラソン

2016/02/07

大分県、大分市・別府市

大阪

第 6 回大阪マラソン

2016/10/30

大阪府、大阪市

岡山

おかやまマラソン 2016

2016/11/13

岡山県、岡山市

群馬

鴻巣市合併 10 周年記念第 34 回鴻巣パンジーマラ
ソン
埼玉

第 20 回本庄早稲田の杜クロスカントリー&ハーフマ
ラソン
戸田市市制施行 50 周年記念 戸田マラソン in 彩湖
2016

富山

栃木

石川

山口

防府市制施行 80 周年記念 第 47 回防府読売マラ
ソン
第 11 回鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン

三重

2016 中日三重 お伊勢さんマラソン
愛媛

神奈川

高知
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第 70 回記念 香川丸亀国際ハーフマラソン大会

2016/02/06

香川県、丸亀市

鹿児島

鹿児島マラソン 2016

2016/03/06

鹿児島県、鹿児島市

熊本

熊本城マラソン 2016

2016/02/21

熊本県、熊本市

佐賀

さが桜マラソン 2016

2016/04/03

佐賀県、佐賀市、神埼市

滋賀

2016 長浜あざいお市マラソン

2016/10/09

滋賀県、長浜市

徳島

第 8 回徳島・海陽究極の清流 海部川風流マラソン

2016/02/21

徳島県、海陽町

奈良

奈良マラソン 2016

2016/12/10

奈良県、奈良市・天理市

鳥取

鳥取マラソン 2016

2016/03/13

鳥取県、鳥取市

福岡

北九州マラソン 2016

2016/02/21

福岡県、北九州市

宮崎

第 30 回 青島太平洋マラソン 2016

2016/12/11

宮崎県、宮崎市

山梨

第 26 回 チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン

2016/04/24

山梨県、富士吉田市

第 21 回紀州口熊野マラソン

2016/02/07

和歌山県、上富田町

香川

和歌山
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