




目的・趣旨

【目的】

自らの限界に挑むことにより、成長を促し未来を切り開く力を習得すること

比類無き、しかし実現可能な感動体験により、連帯感と感謝の心を養うこと

【趣旨】

「２４時間・１００キロ歩行」は、岡山政経塾が重要な例会カリキュラムの一環として、松下

政経塾「１００キロ行軍」を参考に現在の岡山県南地域の基盤を築いた津田永忠の足跡を辿る

コースを設定して２００３年から始まりました。

自らの限界に挑むことにより、成長を促し未来を切り開く力を習得することを目的として、

毎年ゴールデンウィークに開催してきました。練習と準備を重ねたチャレンジャーは、完歩か

否かを問わず多くの学びを得て人生の教訓として大切にしています。また、それを支えるサポ

ーターも運営に携わる中で多くの気付きを得ることができ、意義ある例会事業として継続され

てきました。

２０１２年、その事業価値を地域に還元するため、「晴れの国おかやま ２４時間・１００

キロ歩行」と名称を改め、一般の参加者を募り、２００名を超える大会になりました。

さらに大会規模の拡大が予想される中、「晴れの国おかやま ２４時間・１００キロ歩行」

を発展的な事業として継承するため運営責任体制を明確にし、２０１４年１月に、事業の普及

を通じて地域振興と地域連携を図ることを目的とした「晴れの国おかやま ２４時間・１００

キロ歩行振興会」を設立、大会は、同振興会の中に組織された「晴れの国おかやま ２４時

間・１００キロ実行委員会」が事業を主催し、毎年参加者を増やしています。

２０１６年大会は、前回の大会運営を検証して課題を改善し深化させます。

目指すべき大会像を構築して、参加者の安全性と満足度を向上させたいと考えます。また交流

会開催等により、チャレンジャーをサポートしながら大会運営に携わるサポーターの心構えと

資質の向上を図り、その運営能力とサポーター自身の満足度日本一の大会を目指します。

郷土岡山の歴史と自然の香り漂う空間の中で先人の偉業に想いを馳せ、多くの皆様が、自ら

を高め、新たな可能性を発見し、「感動」と「感謝」を共有する時間を創出する事業として取

り組んで参ります。



「心」と「体」と「物」の準備 全てを自己責任で行う

【心の準備】

・目標を２４時間内で１００キロを完歩することに置く。

・繰り返し、心の中でシュミレーションし、少し無理して、少し焦って、必ず完歩するという

強い意志を持ち続ける。これが最も大切！なぜ１００ｋｍ歩くのかを１００％肯定するこ

と！

・過去、リタイアした者が、リタイアの原因を取り除いて、次年度には完歩している。何故、

再挑戦したら歩けたのか。歩ききった人の話は良く聞く事。

【体の準備】

・歩く為の足腰の筋肉を作ること。

ステップ１ 毎日１日１万歩以上歩く。（万歩計は必需品）

ステップ２ 一週間に３回以上わざわざ１万歩を歩く。

ステップ３ １時間で１万歩を歩く練習を４月から当日３日前までに

１０回は行う。（３日以上続けてこの練習はしない）

★１時間で１万歩は結構早い。靴に違和感があったり、靴下が合ってなかったらこれで発見

できる。できるだけ早く自分に合った道具を見つける。

【物の準備】

・自分にあった歩きやすいサイズの靴を探す。道具の不備でのリタイアが結構多い。

・動きやすい服装と気温変動に応じた衣服を用意する。昼２７℃、夜２℃

昼は熱中症対策（帽子をかぶったり、こまめな水分補給）が必要！

逆に夜間は風が強く体温を奪われやすい為、防寒対策が必要！

・靴下は５本指ソックスがお勧め。何度か履き替えると良い。

・食事や飲み物は自身で準備する事。コース前半はコンビニや自動販売機も少なく、売り切れ

が予想される。

・夜間、電灯の無い場所を歩く為、夜間装備（夜行タスキとヘッドライト／懐中電灯の両方）

を必ず準備する事。

【終ったら】

・歩いている時も、終わってからも、ストレッチを繰り返すと身体がちょっと回復する。

・成功も失敗も人生に大いに活かすことができる。どちらも挑戦者だけに与えられる勲章。ど

ちらも多くの学びがある。



大会規約

・本大会の趣旨に同意し、交通規制を尊守し、自己管理と自己責任において参加すること。

・参加者は、氏名・住所・生年月日・緊急連絡先・携帯番号と参加費を期限までに届けること。

・参加者は、大会規約・大会ルールを確認の上、所定の誓約書を事務局へ提出すること。

・参加者が未成年の場合は、保護者に本大会への参加の承諾を得ること。

・健康に留意し、心と身体と物の準備を十分行い大会に臨むこと。

・大会開催中の事故・紛失・傷病等は、全て自己責任であり、大会開催中の事故・傷病への補

償は大会側が加入した保険の範囲内であることを了承すること。

・警報が出ている場合は、基本的に中止とするが、前日の判断が難しいときは、当日の朝の結

論になる場合があります。

・地震・風水害・事件・事故等による中止の場合の参加料返金の有無、額等についてはその都

度主催者が判断し決定します。

・自己都合による申込後のキャンセルは出来ません。また、その際の返金は致しません。

・チャレンジャーもサポーターも他者に迷惑をかける行為や法律を順守しない者は、主催者判

断で失格とします。

・大会期間中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載

権は主催者に属します。



大会ルール
【大会ルール】

・道路交通法及び関係法を厳守すること。（赤信号の場合は歩行を停止するなど）

・近隣住民の方や一般の方に迷惑になる行為はしないこと。特に夜間大声での会話は慎むこと。

・トイレなどを利用させていただく施設では、他のお客様、施設の迷惑になる行為はしないこ

と。汚した場合は綺麗にすること。

・自分の出したごみは各自で持ち帰ること。ごみのポイ捨ては失格となります。

（全１０ヵ所にごみ箱を設置します）

・参加者の途中交代、入れ替え、及び当日の参加申し込みはできません。

・コース上に配置された誘導員の指示がある場合は、その指示に従うこと。

・スタッフは絶えずゼッケンを確認しています。ゼッケンは必ず前後両面に、スタッフが確認

できる場所（たえず着衣の一番上）に付けること。

・各チェックポイントで通過の確認を行います。その際、ゼッケンの確認にご協力ください。

・リタイアする場合は、必ずチェックポイントの担当者に連絡すること。

・夜間の安全歩行のため、準備をすること。（夜行タスキとヘッドライト／懐中電灯など）

・必要な荷物（夜行タスキ、現金、携帯電話、Tシャツ、靴下など）は自力で運ぶこと。また、

各自で保管管理を行うこと。（大きな手荷物は受付時にお預かりいたします）

【チャレンジャー失格規定】

・大会規約に準ずる。

・ごみのポイ捨てをした場合。

・夜間装備（夜行タスキとヘッドライト／懐中電灯の両方）を装備していない者。

（夜間装備、ゼッケンの確認を「３９K湯次神社」にて確認させていただきます。）

・この大会は「24時間 100キロ歩行」であります。

チャレンジャーの皆様は、くれぐれも歩くことでゴールを目指してください。

走った場合は失格となりますのでご理解ください。

（歩くとは、どちらかの足が地面についている状態であります）

・この大会は、24時間以内に100キロを歩くことが主旨となっております。

24時間以内に歩けない時間になると、タイムアウトとなり、失格となります。

《タイムアウト時間》

1６：00 ２５Km地点 門前交差点

1９：00 ３９Kｍ地点 湯次神社

22：30 ５0Km地点 伊里漁協

2４：３0 5９Km地点 閑谷緑地公園

2７：00 70Km地点 和気リバーサイド

※リタイア者専用バスは３９Km地点の湯次神社から出発致します。

※湯次神社以前のリタイアバスは対応致しません。

（リタイアポイント）

２５Km門前交差点 リタイアバスなし 自己責任でお願い致します。

３９Km湯次神社 → ４３Kｍ備前中学校 → ５０Km伊里漁協 →

５９Km閑谷緑地公園 → ６３Km新道終わり三叉路 →

７０Kmリバーサイド → ８１Km MAXバリュー →

８７Kmセブンイレブン赤磐穂崎店

※リタイアポイントは全9カ所で、バスが巡回致します。



特に注意が必要な事項

下記事項は特に注意して欲しい事項となります。過去に参加された事のある方も必ずご確

認をお願いします。

・コースが前年度と大きく変更

チャレンジャーの安全確保を考慮し、コースを大きく変更しています。
これまでと比べ、アップダウンも多く、夜間は電灯のないルートも歩きます。事前にコ
ースを下見したり、地図やルートラボで確認しておく事をお勧めします。

http://okayama24h100k.main.jp/course/

・夜間装備の徹底 （夜光タスキとヘッドライト／懐中電灯の両方）
夜間は電灯のない道を歩く為、ヘッドライトや懐中電灯がないと歩けません。

また、歩道が狭い区間や車両がすれ違う区間もあります。特に夜間は車から歩行者が
見える様、夜光タスキをつけて下さい。
※夜間装備をされていない方は失格となりますのでご注意下さい。

【夜間装備例：（夜行タスキ、ヘッドライト）】

・脱水・熱中症、低体温症の予防、対策（救護班からのお知らせ・お願いを熟読の事）

日中は暑い年で30度近くになった年もあります。日中は脱水・熱中症対策（こまめ

な水分補給、糖質の補給、帽子の着用）が必要です。逆に夜間は10度を切る場合が

あり、風が強く体温を奪われる為、防寒対策が必要になります



・食事や飲み物について

食料、飲み物は各自、自己責任で準備してください。前半はコンビニや自動販売機が少

なく、売り切れも予想されます。途中善意で炊き出しをしている箇所もありますが、

基本ご自身でご用意下さい。

・リタイアする場合

リタイアする場合はリタイアポイント（９箇所）で申し出てください。

絶対に勝手に帰らないで下さい。行方不明者として捜索する事になります。

万一、途中で歩けなくなった場合は、緊急連絡先へ連絡をお願いします。

・ＩＣチップによるタイム計測と通過確認を実施、ＷＥＢで通過情報確認可能

ゼッケンについているＩＣチップで自動計測を各チェックポイント（全９箇所）にて

行います。通過タイムと通過確認を自動で行います。チェックポイントでは係員の指

示に従ってください。通過情報をＷＥＢで確認する事が可能です。

〈通過状況の確認方法〉

下記ＵＲＬにアクセスし

http://systemway.jp/16okayama100km/i
確認したいゼッケンＮＯを入力

通過状況を確認する事が出来ます。

http://systemway.jp/16okayama100km/i


救護班からのお知らせ・お願い 

 降水量 1mm 未満の年間日数が日本一少ない県である

岡山県での「晴れの国おかやま 24 時間 100 キロ歩行」

チャレンジャーの皆さまへの救護班からのお知らせ・お

願いです。 

 24 時間で 100ｋｍ歩くことの特徴は、日中の暑い時

間帯から夜間の涼しい、寒い時間帯にわたり、平坦、上

り、下りの様々な長い道を、時には一人の状態で歩き続

けるということです。途中から足にマメができて中盤か

ら終盤にかけては足腰が痛くなり、体の疲労も積み重な

ります。 

 岡山県の 5 月 2～4 日の過去 10 年の天候と気温の記

録では、10mm/日以上の雨となった日は 1 日しかな

く、ほとんどが晴れか曇りとなっています。日中の気温

が 25℃以上の日が 10 日、最高気温は 31.4℃でした。

夜間の気温は 10℃未満が 6 日、最低気温は 6.3℃でし

た。各年によって気象条件は異なりますが、昼間はかな

り暑く夜間は寒くなる環境のもと、時には一人で長い道

のりを歩くことになる可能性が高いのです。 

 以上のことから、24 時間 100 キロの距離を安全に歩

くためには、チャレンジャーの皆さま方も体と物の準備

を整え、心構えを確かにして当日を迎えていただくこと

が大切だと考えております。歩行中に起こり得る主な病

態と症状、その対策について提示いたします。 

① 内科的症状 

(ア) 熱中症 

(イ) 低体温 

(ウ) 極度の疲労 

② 外科的症状 

(ア) 足のマメ 

(イ) 下肢、腰の痛み、転倒ほかによる外傷 

この大会では外科的症状としての足のマメや痛みは、

チャレンジャーのほとんどの方が訴えます。100 キロも

歩きますので当然のことです。最も注意していただきた

いのは、熱中症、低体温、極度の疲労といった内科的な

症状です。去年の大会では最高気温が日中 30℃に達した

ため、熱中症になったチャレンジャーが多くでました。

無理をすると、腎不全（尿がでなくなる）などの重篤な

症状を引き起こします。 

 

 救護班は、100 キロのルート上にゴールを含めて 5 カ所

の救護ポイントを設けております。上記の熱中症を初めとす

る症状がありましたら、無理をせず相談、申告してくださ

い。救護所では医師が症状に応じて歩行継続可能がどうか判

断してリタイヤ勧告、病院搬送などの指示を行います。症状

に対する医療行為は緊急の場合を除き行いません。医療行為

が必要な場合、原則、病院搬送となります。皆さまが、大き

な病状に陥ることなく安全に大会を終えることができますよ

う、ご協力お願い申し上げます。 



大会当日（５月３日）の注意事項

【集合場所】

岡山後楽園河川敷広場（後楽園前蓬莱橋を渡った河川敷、夢二郷土美術館前）

〒703-825６ 岡山県岡山市中区浜２丁目１－３２

【会場までのアクセス】

・ＪＲ岡山駅から徒歩２５分

・ＪＲ岡山駅から路線バス１５分

駅前バス乗り場（１番）岡電バス「藤原団地・後楽園行」

→「蓬莱橋・夢二郷土美術館前」下車すぐ

・ JR岡山駅から市内電車東山行きで４分 … 「城下」下車徒歩１０分

・ JR岡山駅からタクシーで約１０分（約１．８ｋｍ）

※必ず、公共機関を利用して下さい

【受付時間と当日の流れ】

※参加許可証を必ず持参下さい。（忘れると参加出来ません）

8：00 受付開始 ※参加許可証が必要となります。

9：00 受付終了

9：30 開会式・準備体操・注意事項説明

10：00 スタート

不要な荷物は受付横でお預かりします。

開会式までにゼッケンを付け準備を済ませて下さい。



感想文について

大会終了後、感想文を募集します。（チャレンジャー・サポーター問わず）

この24時間 100キロ歩行での貴重な学び、体験談等をまとめて頂き、メールにてご送付

下さい。（受付はメールのみとなります。封書やはがきは掲載出来ませんのでご了承下さ

い）

後日、集約しホームページにて掲載させて頂きます。

提出先アドレス

info@okayama24h100k.main.jp

過去の感想文はこちらを参照下さい。

http://okayama24h100k.main.jp/message/

mailto:info@okayama24h100k.main.jp
http://okayama24h100k.main.jp/message/


保険について 

 

大会で加入する保険は、当日の事故や怪我について補償するレクリエーション保険です。 

保障内容が、死亡３０００万円、入院５０００円/日、通院３０００円/日となっています。

補償については下記をご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



よくあるご質問

Q スタート地点に駐車場はありますか？

A 後楽園駐車場がありますが、こちらは後楽園入場者用となりますので使用しない

様にしてください。

チャレンジャーの方は必ず公共交通機関などで後楽園河川敷までお越しください。

Q 食事や飲み物はどうするのですか？

A 基本自己責任となりますので、食べ物や飲み物も自分で用意して頂く事になります。

コースの前半は店や自動販売機がありませんので注意して下さい。途中善意で炊き出

しなどをしてくれる所もありますが、基本自身で御用意下さい。

Q 道に迷った場合はどうするのですか？

A 道に迷いやすい場所には案内表示を設置していたり、スタッフが立って誘導いたし

ますが、万が一道に迷った場合には、当日お渡し致します、緊急連絡先に連絡頂け

れば、担当スタッフが対応します。

Q リタイヤしたい場合はどうすればいいですか？

A リタイヤは各リタイヤポイントにてスタッフまで申し出てください。必ず、スタッ

フに申し出て所定の手続き（ゼッケンとＩＣタグを回収）を踏んで下さい。コース

の途中で歩けなくなってしまった場合は緊急連絡先までご連絡ください。

Q 途中で帰っても大丈夫ですか？

A リタイヤされる場合や途中で帰る場合は必ず、スタッフに申し出て所定の手続きを

踏んで下さい。

絶対に勝手に帰らないで下さい。過去に勝手に帰られて、行方不明として捜査を

行った事もあります。

またＩＣタグを返却せずに帰られた場合は後日ＩＣタグ代（２,000円）を請求さ

せていただきます。

Q リタイヤした場合はどうなりますか？ 最寄駅などに送ってくれるのでしょうか？

A 各チェックポイントで休んで頂くか、リタイヤ専用のバスに乗って休んで頂く事に

なります。バスは後楽園まで巡回しますので、後楽園まで戻る事が可能です。家族

の方などが迎えに来てもらえる場合は迎えに来てもらって帰って頂いて結構です。

※リタイア者専用バスは３９Km地点の湯次神社から出発致します。それ以前にリ

タイヤされた場合は自力で帰って頂く事になります。

Q 不要な手荷物はどうすればよいですか？

A 大会当日、大会本部（受付）にてお預かり致します。番号札をお渡しいたしますの

で、ゴール後（又はリタイア後）本部にてお受け取りください。

荷物の預かりは５月４日11:00までとなります。それまでに回収にこられない場

合は着払いにて送付させて頂きます。

Q ゴール後はどうするのですか？

A ゴール後はスタッフがＩＣタグを回収します。完歩証明書を受け取られた後、解散

となります。なお、5月４日午前10時過ぎごろから閉会式を予定しております。

参加は強制ではありませんが、ご都合のつかれる方は是非ご参加ください。



Q 靴はどのようなものを履いたらよいですか？

A 靴は長距離の歩行に耐えうるものをご使用ください。スポーツ店などでウォーキン

グシューズを購入することをお勧めします。過去サンダルなどで参加された方がお

られましたが、長距離の歩行は足への負担が大きいですのでスポーツ用のものをご

使用ください。

Q コース見学会は実施されますか？

A コース見学会は実施致しませんので、ご自身でコースの事前確認をお願い致します。

過去参加された方もルートが大きく変わっておりますので、必ず地図や下見でコ

ースを確認しておいてください。下見については、昼通るコースは昼に、夜通過

するコースは夜に下見される事を進めます。あと地図やルートラボで事前にコー

スイメージを頭に入れておいておく事をお勧めします。

Q 医者や看護師などのサポート体制はどうなっていますか？

A 医者や看護師は救護班として救護ポイント（5箇所）に待機しています。

熱中症を初めとする症状がありましたら、無理をせず相談、申告してください。救

護所では医師が症状に応じて歩行継続可能がどうか判断してリタイヤ勧告、病院搬

送などの指示を行います。症状に対する医療行為は緊急の場合を除き行いません。

医療行為が必要な場合、原則、病院搬送となります。足が痛い、豆が出来た等の処

置は行いません。（足が痛いのは全員です。）交通事故やけがで緊急の場合は救急

車を呼び対応する形となります。

Q 当日の気温はどのくらいか？最高と最低気温は？

A 日中は暑い年で 30度近くになった年もあります。日中は熱中症対策（帽子をかぶ

ったり、こまめな水分補給）が必要です。逆に夜間は10度を切る場合があります。

特に夜間は風が強く体温を奪われやすい為、防寒対策が必要になります。

Q ウォーキングポール（ノルディックスティック）の使用は可能でしょうか？

A スタート時は混雑する為、使用禁止です。沖田神社（１２キロ）以降使用可能とな

ります。

Q 事前説明会は開催されますか？

A 昨年度までは事前説明会を開催しておりましたが、今年度は開催致しません。大会

説明資料をご送付致しますので、必ず大会説明資料を熟読の上、大会に臨んでくだ

さい。
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