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選手アンケート結果 

 

総回答数 288 種目 
ハーフ 10km 5km 男性 女性 

138 64 84 161 62 

年代 
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～ 

33 46 39 75 56 24 12 

参加回数 
初めて 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7･8回目 

135 62 29 21 9 13 16 

 

 

受付 参加賞 コース
距離表

示
給水

地元の

応援

飲食

サービ

ス

施設・

駐車場
全体

大変良い 225 135 176 199 174 234 191 194 228

良い 60 141 105 85 109 50 93 89 58

悪い 1 10 4 3 3 3 3 5 0

大変悪い 0 1 0 0 1 0 0 0 0

未回答 2 1 3 1 1 1 1 0 2
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個々の意見 

 

≪参加を決めた理由≫ 

・自然、景色がキレイだから    35    ・家族、知人の紹介      33    

・リピーター            24    ・家族、仲間が参加      18  

・家が近く(親族が村に居住)だから  14      ・王滝村、御嶽山が好きだから  10 

・アットホーム感            8      ・若さ、健康維持のため     8 

・ランネットを見て             7      ・走りたくなった         7  

・大会の運営がよい          7       ・昨年のリベンジ          7     

・ＴＶ，新聞、チラシを見て     6       ・王滝村を応援したいから   6 

・楽しそうだから         6    ・時期日程がよい        6 

・ローカル感がよい              5       ・駅伝、フルマラソンの練習   5 

・コース設定が良い           5       ・昨年参加して楽しかった   5 

・とん汁、きのこ汁が飲みたかった 5    ・順位、タイムを上げたいから 4 

・大自然を感じたい        4       ・強制的に          4 

・自分を試し達成感がほしかった   3    ・以前出場し、久し振りだから 3 

・なんとなく                 3 

・昨年台風で参加を辞退、そのリベンジと景色を楽しんで完走したかった。 

・もう毎年の行事になっている。 

・ランネットに紅葉の素晴らしい景色の中を走れると載っていたから。 

・ホームページを見て熱意が伝わった。 

・きのこ汁が飲みたかったから。豚汁も目当てです。 

・コースや温もりのある運営が素晴らしいので。 

・旅行気分で参加 

・健康維持とおいしくお酒を飲むため。 

・前回どしゃ降りの雨だったので、晴れた日にもう一度走りたかったから。 

・前夜祭などのもてなしが充実しているから。 

・珍しい場所での大会に参加しているので、その一つです。 

・毎年、王滝の方の愛を感じるので。 

・陸上部なので走ってみたいと思いました。 
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≪コース≫ 

ご意見 回答・改善策 

・山がとてもきれい、日陰も多くて走りやすい。 

・紅葉が綺麗で走りやすいコース。 

・景色が美しい 

・坂道が多くてチャレンジしがいがある。 

・他のレースと比べて若干坂が多めかなと感じた。 

・上り下りが多い。タイムが出ない。 

・一番最後の坂がきつかったです。 

・６０歳以上、２～３㎞があれば良い。 

・コースがすごく面白かった。ありがとう。(10 代、

５㎞) 

→ダム堰堤付近のアップダウンの

見直し、最後の松原スポーツ公園内

の車両と並走する区間が危険なこ

と、からコースを再検討します。 

【コース高低図】 （最高 920ｍ、最低 850ｍ） 

 

 

≪参加賞≫ 

ご意見 回答・改善策 

・参加賞とてもよかった、また出たいです。 

・タオルは実用的でよい。 

・どんぐりクッキーが入っていてよかった。 

 

▲参加賞はタオル以外の物が良いです。 

▲参加賞の種類が複数あると良いと思う。 

▲２年連続ＴシャツだったのでＴシャツの色違いを

期待していた。 

▲Ｔシャツが良かった。タオルと選べると良いかも。 

▲タオルもありがたいですが、御嶽山入りのＴシャツ

が良かったです。 

▲昨年のＴシャツが色とデザインが気に入っていた

ので出来ればＴシャツが欲しかった。 

▲記念Ｔシャツが欲しかったです。 

▲タオルのデザインがカッコ良くなって欲しいです。 

→次回の参加賞は T シャツにする

予定です。 
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≪飲食・サービス≫ 

ご意見 回答と改善策 

・きのこ汁サイコーでした。 

・ステーキ丼がおいしかった! 

・毎年カレーが出てうれしい。 

・どんぐりクッキー好きです。 

 

▲きのこ汁が無い方が良い。 

▲おにぎりのサービスがあれば良いなと思う。 

▲無料おにぎりが欲しい。 

▲食事ブースがもう少しあるといい。最後にみそ汁と

フルーツがあるといいと思う。 

 

▲ゴール後にコップの水が一杯欲しいです。 

 

 

▲前夜祭のサンドイッチはカラシ抜きがいいです。 

 

 

→飲食サービスについては大会予

算の範囲内で出来る限り検討しま

す。 

 

 

→ゴール後のスポーツドリンク配

布のところに水を用意します。 

 

≪給水≫ 

ご意見 回答と改善策 

▲10～15㎞の間でもう少し給水所が欲しい。 

▲もう少し給水所の数を増やしてほしい。 

 

▲後半、アクエリアスが全給水所にあると良かったで

す。 

▲全給水所に水以外のものがあると良かった。 

▲スポーツドリンクをもう少し多く。 

 

▲水とスポーツドリンクの区別がつきにくい。 

 

▲リンゴ・バナナのエイドはもう一つ手前の方が個人

的にはありがたいです。 

 

▲バナナを歩きながら食べたかったですが、ゴミ箱が

無くて…もう少し離れた所にもゴミ箱 があると

助かります。 

 

▲バナナとリンゴは一口サイズが良かった。 

→給水所の数は以下補足の通りで、

今後特に増やす予定はありません。 

 

→スポーツドリンクの設置箇所の

増加を検討します。 

 

 

 

→紙コップの色を分けます。 

 

→フルーツを用意する場所につい

ては再検討します。 

 

→ゴミ箱の設置場所は再検討しま

すが、あくまでフルーツ等は給水所

で食べていただくのが基本と考え

ます。 
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【給水所の数】 

ハーフ：７カ所（溝口橋、瀬戸川橋、崩越、二子持、崩越、瀬戸川橋、溝口橋） 

１０㎞：４カ所（溝口橋、瀬戸川橋、瀬戸川橋、溝口橋） 

５ｋｍ：１カ所（溝口橋） 

 

 

≪施設・駐車場≫ 

ご意見 回答と改善策 

・駐車場の誘導がよい。  

▲松原までの車の誘導看板がもっと必要だと思った。 

▲駐車場に行く際迷った。 

 

▲トイレの混雑大変でした。 

▲仮設トイレは男女別に設置してほしい。トイレ案内

係を置いて振り分けてほしい。 

▲女性用のトイレの設置 

▲簡易トイレを男女別にしていただけるといい。 

 

▲更衣室に土足で入ってる人がいた。注意看板が必要

だと思った。 

 

▲完走証をもらうテントまでのルートが、途中に店が

あって分かりにくい。 

 

→松原スポーツ公園までの誘導看

板を設置します。 

 

→仮設トイレについては女性専用、

男性小用のトイレを設置し、設置の

仕方を再検討します。今回は掲示の

不備がありましたので、次回はわか

りやすく掲示します。 

 

→注意看板を設置します。 

 

 

→ゴール後の選手の動線を最優先

に考えて、完走証発行所を含めた配

置を再検討します。 

 

 

≪応援≫ 

ご意見 回答と改善策 

・おじいちゃん!おばあちゃん!沿道のご声援ありがと

うございました‼ 

・村民の皆さんの応援に感動しました。 

・皆さんの応援、スタッフの対策（案）とても優しく

素敵でした。 

・地元の方の応援が温かくてとても楽しかったです。 

・とてもアットホームで応援も嬉しかったです。 

・地域の人の応援すごく良かったです。来年も来ます。 

・途中の応援がとても心強かった‼ 

→来年は「応援の練習をしなきゃい

かん」と今から張り切っています！ 
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≪要望≫ 

ご意見 回答と改善策 

・参加者が増えたらもっと盛り上がりそうです。 

・今のままでよいです。 

→施設規模、選手の皆さんがストレ

スなく参加できることを考慮する

と、定員 1,200人が適正な規模と考

えています。次回も定員 1,200人で

開催する予定です。 

 

▲自家用車で来るとき、通行止めの表示だけだとやや

不安になります。『会場➔』みたいな表示も欲しか

った。 

 

▲宿泊の割引サービスが欲しいです。 

 

 

▲参加者への案内をもっと早く郵送してほしい。 

 

 

 

▲大会案内パンフレットにいろいろ書いてあります

が見ずらかった。 

 

 

▲表彰式の開始が遅い(5㎞) 

 

 

 

 

▲前夜祭の内容は良かったが、アルコール類は有料に

すべき。１テーブルにビールが２缶だけで、一瞬喧嘩

になりそうな雰囲気になり不快だった 

→松原スポーツ公園までの案内看

板を設置します。 

 

 

→宿泊施設の取組次第と認識して

います。 

 

→今年は 10月 11日に王滝郵便局に

持込をしました。できるだけ早くお

届けできるよう対応していきます。 

 

→皆さんに分かりやすくお伝えで

きるようにレイアウト等を工夫し

て作成します。 

 

→トップ選手がゴールしてから表

彰式開始まで約 30 分かかっていま

した。待ち時間をできるだけ短くす

るよう対応を検討します。 

 

→不快な思いをさせてしまい、大変

申し訳ございませんでした。今後は

アルコールなしにするか、テーブル

には置かずにアルコールを渡す場

所を設けるか、検討します。 
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≪感想≫ 

・大好きな大会の一つです。ぜひ来年も開催してください。スタッフの方々本当にありがと    

 うございました。 

・アットホームで楽しく走れました。ありがとうございました。 

・地方のマラソン大会の中では一番良い大会だと思います。 

・小さな大会ですが心のこもった温かい大会です。これからも頑張って下さい。 

・とても素晴らしいローカルな大会です。来年も来ます。 

・景色も良く走りやすい環境でとても楽しめました。ありがとうございました！ 

・皆さん大変親切でぜひ来年も参加したいです。 

・楽しかったです。誕生日祝いまでもらえるとは思いませんでした。 

・役員及びボランティアの人が親切でとてもよかった。 

・景色と人柄がとてもよかった。また来ます。 

・天気が良くて良かったですわ、これから 600㎞帰ります。 

・体力が続く限り参加したい(70歳代～) 

・皆さんの大会設定、心からお礼申し上げます。御蔭さまで 10㎞走れました。 

・皆さん優しくて、温かくて、きのこ汁もおいしくて。前夜祭もほっこりした気持ちになり    

 ました。ありがとうございました。 

・毎年楽しみにしています。友人を誘ってまた来ます。 

・スタッフの皆さんが温かくて、応援も嬉しい。物産品が充実している。 

・これまでよりさらに工夫されていて良くなっていると思います。トーチが暖かかったです。 

・楽しく走れました。会場も大会の雰囲気も最高でした。 

・今年は天候に恵まれ良かったですね、あとはスキー場がうまくいくことを切に願います。 

 


