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選手アンケート結果 

 

総回答

数 
256 種目 

ハーフ 10km 5km 男性 女性 未回答 

79 81 94 123 71 65 

年代 
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～ 未回答 

33 26 40 62 56 31 7 3 

参加回

数 

初めて 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 

123 37 29 19 14 13 6 6 

 

 

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 200 142 139 154 148 211 175 184 207

良い 54 108 107 91 92 42 78 64 46

悪い 0 4 4 6 7 0 1 3 0

大変悪い 0 0 2 1 2 0 0 1 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、紅葉が綺麗だから 37   ・家が近く(親族が村に居住)だから 26 

・家族、知人の紹介       23   ・家族、仲間が参加        21 

・リピーター          18   ・王滝村、御嶽山が好きだから     18 

・アットホーム感               16    ・走るのが好き（マラソンが好き） 9      

・楽しそうだから             9     ・コース設定が良い          9  

 ･おもてなしがよい               7      ・ランネットを見て                6  

・時期日程がよい                 6      ・10 ㎞（５㎞)を走りたい           5 

・大会の運営がよい               4      ・ＴＶ，新聞、チラシを見て     4 

・王滝村を応援したいから         4      ・ローカル感がよい              4  

・駅伝、フルマラソンの練習      4      ・順位、タイムを上げたいから    4 

・入賞の確率が高い        4      ・大自然を感じたい        4 

・転勤で木曽に来たため 

・帰省先に近かったから 

・ネットを見て楽しそうだから…。坂もほどよくあるし… 

・「ランナーズ」を見てだったと思う 

・モンベルのイベントでパンフレットを見て 

・御嶽山に昨年のぼり、存在を知った。ローカルな所に魅かれた。 

・王滝村に来たこと無かったから 

・御嶽山を見ながら走りたかった。 

・アットホームな雰囲気の大会と感じたから 

・少人数でアットホームな大会だから 

・ほどよい規模感の大会だった為 

・毎年紅葉を見に来ているので 

・MTB で来たことがあるので走ってみようと思った。 

・飲食（とん汁等々）が魅力 

・昨年とてもあたたかく応援して頂き感動しました。 

・噴火の年にエントリーしていましたが、何とかこの大会に参加したくて!! 

・コースがよい、手作りの大会で楽しい 

・景色が良くて、地方の暖かい大会だと聞いたので 

・揖斐川マラソンの練習のため(3 名） 

・Beautiful area,veryfriendly people,wonderfully organized race 

・T シャツが欲しかったから 

・とても走りやすく気持ちがよいコースなので 

・.おもてなしも良く、御岳山が大好き 

・仮装者が多い、仮装仲間に会える 
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・アットホームな雰囲気を口コミで見て興味を持ちました。 

・温泉を楽しみながらの旅もできるので 

・村長さんほか、王滝村の人が好きだから 

・いろんな仮装している人がいるから 

・最古の村でイベントとしてマラソンを企画されているから 

・毎年ボランティアで来ていたから 

・以前から興味があったので参加を決めました。 

 

≪コース≫ 

▲スタートから初めの橋、駐車場の橋が下り坂で皆さんスピードを出すのに路面が泥や落葉

で滑りそうで危ないと思いました。 

・走りやすいコースで良かったです。 

・コースがきつかったけど楽しかった。 

・最後の坂道がとにかくきついです… 

・最後の登り死ぬ‼ 

・ダムの下までがきつい 

・10㌔のアップダウンがつらい 

・折り返しの坂が長かった。 

・Up Downが結構ある  

・ハーフ、久し振りに出ました。コースが変わり走りやすくなっていました。 

・去年のダム堰堤を下るほうが好き。 

 

≪参加賞≫ 

・Ｔシャツ、透けてしまいます。 

・Ｔシャツのデザインが今回は残念 

・今年のＴシャツとてもかわいいです。 

・とてもセンスの良いＴシャツで大満足！仮装者に景品もうれしい。 

・Ｔシャツ、山のデザインのが好きです。 

・いろいろな参加賞が選べたらよかった。 

・Ｔシャツやクッキーなどがうれしい。 

 

≪距離表示≫ 

▲やや距離が短かった気がします。 

▲ズレあり、短い? 

▲12～13㌔の距離が３００ｍ短かったのでは？ 

▲距離表示はありがたかったです。もうちょっと正確だと良かったかも。 

▲GPS時計のずれが大きい気がした。 

・ゴール前 500ｍにも表示があるといい。 

松原公園内で転倒した選手もいたので、

事前にコースを走る or歩いて確認すること

が必要ではないか？ 

デザインは個人の意見が分かれるとこ

ろです… 

ランネット大会レポにも距離に関する

コメントあり。ＧＰＳでは少なからず誤

差があると思いますが… 
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≪飲食・サービス≫ 

・とん汁が熱く美味い OKです。 

・バナナとか食べ物があると嬉しいです。 

・甘いものが欲しいです。 

・おにぎり美味しかった！ ステーキ丼がタンドリーチキン丼になっていてちょっと残念。 

・ゴール後のおにぎりは本当に美味しかった。豚汁も very good! 

・おにぎり・豚汁・ラフランス 美味しかったです。 

・キノコが苦手なので、今年は入ってなくて嬉しかった。 

・すんき漬けが今年なくて残念 

 

≪給水≫ 

▲給水のゴミ箱が少し近かった気がします。 

▲給水のゴミ箱をもう少し離れたところ（100mくらい）にも置いてほしい。 

▲ゴール後の水飲みたい。 

▲エイドに一カ所、軽食(りんご等)あると良い 

▲10㎞過ぎのエイドのフルーツがなかったのが残念 

・給水個所数は妥当と思います。 

・給水所でスポーツドリンクがあるといい 

 

≪施設・駐車場≫ 

▲女子のトイレが少ない。男子(小)のトイレが欲しい。 

▲仮設トイレの「女性専用」の表示は女性はそこしか使えないと思ってしまうので検討した

方がよいと思います。 

▲簡易トイレの手洗い水、補充してください。 

▲駐車場の水はけがよくない。 

・駐車場が近くてありがたい。 

・寄せ書きは楽しい。昨年の寄せ書きも掲示してあり感慨深いです。 

 

≪応援≫ 

・応援が一番うれしかった。運営の皆さんありがとうございました。 

・応援に感動しました。 

・「来てくれてありがとう」のおじいちゃん、感動しました。 

・エイドの方々の声掛けにも力になりました。 

・楽しかった！沿道の応援がうれしかったです‼ 

・地元の方の応援が本当に力になりました。 

・暖かい応援・大会案内とても癒されました。 

 

設営の仕方など詳細な指示が必要 

給水所の軽食は再検討します。 

仮設トイレの数量、女性用を増やす方

向で再検討します。 
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≪要望≫ 

～運営など～ 

・スタート時間を 30分遅くしてもらうと、名古屋から新幹線と特急を使って、京都からも

当日参加が可能なのでご検討ください。 

・開会式で準備体操をしてほしい。 

・途中でタイム表示があるとなお良かったです。 

・紅葉が年々遅くなっているみたいで、開催時期をもう少し遅らせてもいいかも 

・大会の写真をたくさん載せてほしい。 

・以前優勝した時にもらった木製のトロフィーがとてもよかった。入賞者に記念品としてま

た作ってほしい。 

～種目～ 

・3㎞の部をつくってほしい。 

・高齢化社会を見据え 70歳代の部を設定してほしい。 

～交通～ 

・台風で「あずさ」等特急が運休になっていることを知らせてほしかった。 

・トンネル通行止めの情報がわからなかった。 

～前夜祭～ 

・前夜祭やりたかった 

・前夜祭の復活を希望。今年は前泊して出るつもりだったのになくて残念。有料でもよいの

で来年こそ。宿予約とセットでできると有難い。 

・来年はぜひ前夜祭の復活を。 

～会場～ 

・レース前に給水する所を作ってほしい。 

・水飲み場を増やしてほしい。 

・皆で集まれる火がもう少しあるともっとあったかいかも？ノルウェートーチどうして無 

くなったのでしょうか？ 

・夜の駐車場もう少し明るいとよいと思う。 

～飲食・物販～ 

・ステーキ丼の復活を‼走った後の楽しみなんです。 

・ステーキ丼楽しみに来ましたが残念❕次回ぜひ復活を‼ 

・会場で松茸を売ってくれないかなぁ 

 

≪感想≫ 

・ニックネームを記すのは他になく、大変良い! 

・案内からすでに気合が入っていたのが感じられた。とっても楽しかったです。 

・地図が手書きで素晴らしかった。丁寧だった。 

・隅々まで行き届いたおもてなし（トイレの花飾りとか）も素晴らしいです。 

・駅からの送迎バスが便利でした。 
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・丁寧に対応いただき気持ちよく参加できた。 

・気持ちよく完走できました。 

・よい大会をありがとうございました。このまま続けて下さい。 

・コースは思ったよりきつかったが、温かい応援のおかげで完走できました。来年も参加す

ると思います。 

・今年も楽しく走れました。スタッフの皆さんありがとうございました。来年もよろしくお

願いします。 

・全体的にはとてもあたたかい大会でした。 

・王滝村、頑張って下さい。応援しています。 

・いつもみんな優しくて大好きな大会です♡♥♡。 

・I’ll be back next year! 

・参加費が安いのにしっかりしている大会だと思いました。レベルの高い方が多かった。 

・思った通りの素晴らしい景観とおもてなしの豊かな大会でした。有難うございました。 

・単独参加だから名前を呼ばれると嬉しい。 

・アットホームな大会で来年も出場したいです。 

・永く続いていくことを期待しています！ 

・沿道の方の温かい応援、スタッフの対応がとてもよく、また参加したいと思いました。 

・シューズを忘れたにも拘らず大変親切に対応いただきました。ありがとうございました。 

・紅葉もきれいで楽しかったです。また参加します。 

・口コミどおり、ボランティアの人たちの対応が素敵です。 

・大会全体の雰囲気がとっても良い！大好きです。 

・山も色づき紅葉がきれいで、とても良いマラソンでした。 

・村全体で運営しているのが素敵でした。豚汁やおにぎりが最高においしくて嬉しかった。 

・自然湖のカヌー、宿泊したペンションも最高でした。 

・恐竜のコスプレが怖かった(by娘) 

・毎年「祝詞」がマイクのせいか聞こえない。 

・79歳なのに 60歳代に書いていたのでどういうことですか？ 

・名前を呼んでもらえなかった。残念 

 

 


