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【主催】びわ湖チャリティー100km歩行大会実行委員会   【問合わせ先】info@biwa100.com 詳細情報はSNSでも随時最新情報更新中！！

第4回   びわ湖チャリティー100km歩行大会第4回   びわ湖チャリティー100km歩行大会

一歩ずつひたすら歩く、その向こう側にいる

   まだ見ぬ自分に出会う物語。

 主役はあなたです！
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50kmコース50kmコース
100kmコースに加え100kmコースに加え
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アスリートコースアスリートコース

～感謝・感激・感動を知り、希望・勇気・自信へつなぐ体験～

ななんんとと3コース登場!!3コース登場!!
(びわ１００コース)(びわ１００コース)

(ハーフびわ１００)(ハーフびわ１００)

10月21日土 22日日10月21日土 22日日

友

だち
登録絶賛受付中
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登録絶賛受付中

!

びわ100ページが
できました。

このパンフレットは琵琶湖の環境保全活動を支援する寄付金付びわ湖環境ペーパーを使用しています。

ひとりひとりの100km物語。
感動のドラマがあなたを待っている!!

【参加資格】

【ホームページからのお申し込みの流れ】 【FAXからのお申し込みの流れ】

【後援】

【申込み・お問合せ】びわ湖チャリティー100km歩行大会事務局
中山スポーツ内

・本大会の趣旨に同意していただける方
・高校生以上(未成年者は保護者の承諾が必要)
・携帯電話を持っている方(通話が成立する方)

【参加費】〈収益金は主に琵琶湖を守る活動のために寄付いたします〉

おひとり15,000円

警備保障代、レクレーション保険代、休憩所使用料、各種設備使用料、
ゼッケン代、おごと温泉入浴券、チャリティー代、その他運営費

〒520-0863 滋賀県大津市千町1丁目25-25 なかやまビル1F

滋賀県／長浜市／米原市／彦根市／近江八幡市／野洲市／守山市／栗東市／草津市／大津市／公益財団法人滋賀県体育協会／
NPO法人滋賀県ウォーキング協会／滋賀県商工会議所連合会／滋賀県商工会連合会／公益社団法人びわこビジターズビューロー／
一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク／全国滋賀県人会連合会／滋賀県中小企業家同友会／滋賀県倫理法人会／株式会社えふえむ草津／
株式会社エフエム滋賀／びわ湖放送株式会社

TEL 077-574-7200  FAX 077-533-2338 E-mail  info@biwa100.com

びわ100コース・アスリートコース

おひとり12,000円
ハーフびわ100コース

〈参加費に含まれるもの〉

●参加申し込みフォームにて必要事項を入力して下さい。

●参加費のお支払い方法を選んでいただき、手続き下さい。

※コースによって受付場所やスタート時刻は変わります。

①参加申込書を8月31日(木)までにFAXして下さい。①インターネットで

歩行者案内書/ルートマップ/ゼッケン番号など

10月21日(土) 7:00～8:15  受付    8:30～ 開会式     9:00～ 順次スタート

②申込を確認後、銀行振込用紙を順次郵送いたします。

③参加費は送付された振込用紙で金融機関でお支払い下さい。
     振込用紙到着後、2週間以内のお振込みをお願い
     いたします。

④10月上旬に参加資料を郵送いたします。
歩行者案内書/ルートマップ/ゼッケン番号など

●入力いただいたメールアドレスに「参加お申し込み確認
   メール」が届きます。

②10月上旬に参加資料を郵送いたします。

大会当日
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完歩完歩

ただひたすらに歩く。どこまで行けるのかは自分次第。

まさに自分への挑戦!!100kmという壮絶で過酷な旅は

勇気と希望への道標なのかもしれない。
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ただひたすらに歩く。どこまで行けるのかは自分次第。

まさに自分への挑戦!!100kmという壮絶で過酷な旅は

勇気と希望への道標なのかもしれない。

人間てすごい!!人間てすごい!!

自
信
自
信 仲間って素晴らしい!!仲間って素晴らしい!!

575名
436名

定員650名

1～999▶

びわ100コース

歩行大会ですので、走ることは全面禁止です。

開催趣旨

コース内容及び注意事項

参加上の注意

希望ゼッケン番号申込みについて

マザーレイク滋賀応援寄附金：金60万円
マザーレイクフォーラム：金50万円
淡海文化振興事業団 びわ湖の日基金：金50万円
滋賀グリーン購入ネットワーク：金20万円

  この大会はスピードを競うものではなく、より
多くの参加者がチャレンジ・完歩し、その体験を
通じて、本物の「感謝・感激・感動」を知り、今後
の人生の「希望・勇気・自信」へ繋ぐきっかけに
なることを願っています。また、このコースは全
国的にも稀に見る好コースで、歩きながら母なる
湖「びわ湖」を初め、大自然からパワーを感じる
事ができます。参加費の一部をこの「びわ湖」を
初めとする地球環境保全などへのチャリティー
歩行大会とさせて頂きます。
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通じて、本物の「感謝・感激・感動」を知り、今後
の人生の「希望・勇気・自信」へ繋ぐきっかけに
なることを願っています。また、このコースは全
国的にも稀に見る好コースで、歩きながら母なる
湖「びわ湖」を初め、大自然からパワーを感じる
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6ヵ所の各チェックポイント(ハーフびわ100コースは3ヵ所)では開始
時間と終了時間を決めて通過チェックを行います。早過ぎても遅過ぎ
てもその時間以外はチェックを受けられませんので、各自で時間調整
をして通過チェックを受けてください。通過チェックが確認できない場
合は、完歩扱いになりませんのでご注意ください。
申し込み後にお送りする大会の手引きをよく読んで参加してください。

各コースに対応した番号以外をご記入いただいた場合は、無効となります。
希望ゼッケン番号申込締め切りは6月30日金です。これ以降にご記入
いただいた場合、無効となります。
ゼッケン番号100番に関して、6月17日土に開催するイベント内で、公
開抽選会を行いますので、100番をご希望の方は、6月16日金までに
お申し込みください。
同じ番号に複数名の希望者がいらっしゃった場合、実行委員会で抽選
の上、決定させていただきます。また、抽選から漏れた方は、任意の番号
に割り振りさせていただきます。
抽選番号に関する、個別のお問合せ等には一切対応しかねますので、
ご了承ください。
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※

※

※

※

■

■

寄  付

参加者

完歩者 75.8%完歩率

びわ100に参加することを決めたのは、ただ単純に仲間に出
逢える絶好のチャンスだ、楽しそうだと思ったからです。当日ワ
クワクした気持ちでスタートしましたが、７つの各チェックポイ
ントを制限時間内に通過しなければならないことは、とても過
酷なことでした。
完歩できたときは、自然と涙が溢れました。楽しかったことも辛
かったことも、そのすべてが一生忘れることのできない思い出
になりました。完歩して得た自信を今後に活かしていきます。こ
のような素晴らしい大会に参加させていただき、本当にありが
とうございました。びわ100が滋賀のイベントとして今後も続
いていくことを祈っています。                    〈20代女性〉
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おととしの第2回大会、サポーターとして参加させていただき
ました。歩行者の方から勇気、元気、感動をもらい「第3回大会
は、自ら歩こう～」と決め、歩行者として参加しました。
100キロをただ歩く、それがこれほど厳しいものとは思いませ
んでした。サポーターの方々、実行委員の方々、一緒に最後ま
で歩いてくれた高校の同級生、応援に来てくれた友人、多くの
方の支えによって完歩することが出来て、本当に貴重な体験
をさせていただく事が出来ました。本当にありがとうございま
した。来年は再度、サポーターとして歩行者の方々を応援しま
す。当日のゼッケンが宝物です。                 〈40代男性〉
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第3回
大会実績報告

10月21日土

長浜市(豊公園)→大津市(おごと温泉公園)を経路とする
全長約100km。

8:30～開会式  9:00～スタート
10月22日日 ～15：30 ゴール締め切り

※21時間から30.5時間までに歩行するコースです。

定員100名ハーフびわ100
50km

10月21日土

守山市(もりやま美崎公園駐車場)→大津市(おごと温泉公園)
を経路とする全長約50km。

21:30～開会式  22:00～スタート
10月22日日 ～15：30 ゴール締め切り

※17.5時間までに歩行するコースです。
※過去にびわ100を完歩された方は、お申込みいただけません。

新設新設

定員50名アスリートコース

6月30日金までにお申し込みの方は、希望のゼッケン番号を
お選びいただけます。お申込みいただけるゼッケン番号は、
参加コースによって変わります。

10月21日土

長浜市(豊公園)→大津市(おごと温泉公園)を経路とする
全長約100km。

11:30～集合  12:00～スタート
10月22日日 ～15：30 ゴール締め切り

※18時間から27.5時間までに歩行するコースです。
※チェックポイントの開設時間は、びわ100と同じです。
第1CP（32ｋｍ）を、6.5時間で通過いただけない場合は、
リタイアとなりますので、お申し込みの際はご注意ください。

お選び頂ける
ゼッケン番号

5000～5200▶お選び頂ける
ゼッケン番号

1000～1100▶お選び頂ける
ゼッケン番号

100km

100km
新設新設


