
龍谷大学 ３回生 スポーツサイエンスコース 松永ゼミ

経営学部：今別府彩乃 犬童風斗 萩原菜々 樋口紗綾

経済学部:越田桜子

WMG認知度とともに拡がる
関西の魅力

～京都マラソンを活用して～



提案

1. 京都マラソンの活用によるプロモーション
（WMGの認知度向上の目的）

2. 伝統工芸とWMGを組み合わせた商品による
地域活性化
（WMGに関わる人全ての満足度をあげる目的）



ＷＭＧ公式ＨＰより引用

「地域・環境・社会」
地域を創るレガシー

「観光・産業・文化」
文化を深めるレガシー



学生のまち･
伝統工芸のまち

京都マラソン×龍谷大学スポーツマネジメントlab.
×京都伝統工芸PJ

②スポーツの
活性化

①京都・
伝統工芸の
活性化

③東日本
大震災
復興支援

第1回目開催
2012年3月11日
(８年連続)



京都マラソンと松永ゼミの関わり

• 京都マラソンでブースを出展し、
伝統工芸品を制作販売

• 京都マラソンでWMGのブースを出展
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ＷＭＧ認知度

目標

プロモーション不足

ＷＭＧ組織委員会より引用



ＷＭＧ参加者数
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京都マラソン×ＷＭＧ

これらの要素をWMGに組み込むことで、
参加者増加をはかることはできないか？

京都マラソンの応募者

応募者数を平均したら

６万人を超えている

京都マラソンは海外からも
注目を集めている

海外参加者が全体の15％

以上を占め、魅力を感じる

日本文化がたくさんある



京都マラソン抽選倍率
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京都マラソン公式ＨＰより引用



京都マラソン当落選者へのアプローチ

京都マラソン落選者数（2019）

(応募総数)約54,800名－(一般応募定員)約10,420名

＝(落選者)約44,380名

アプローチ方法

当落選者通知メールを活用し、マラソン競技(ハーフ
マラソン・10キロマラソン)もあるWMGが開催されるこ

とを当落選者に周知してもらい参加を促す。



実践に向けての提案

協議の結果対応可能との回答をいただく

2020年8月〜9月を目処に文案作成し当落選者に通知
ＷＭＧの募集期間内(2020年2月～2021年2月)なので

参加してもらえる！？

京都マラソン実行委員会にヒアリング

京都マラソン推進課長の福元竜也さんに、当落選者
にメールでアプローチしていただけないかを提案

実際に京都マラソン実行委員会に
提案した時の様子

京都マラソン2021当落通知
2020年10月8日



当落選者へのメール配信のメリット

落選者への配信

•WMGのマラソン大会を

中心にアナウンス

→新たにマラソン大会に出ること
ができるチャンスが生まれる

当選者への配信

•認知度の低い競技を

中心にアナウンス

→マラソン以外の競技に出場する
きっかけが生まれる



ＷＭＧ開催府県のマラソンの活用

2019開催地マラソン大会 当選者/落選者

大阪マラソン 32,000/99,337

神戸マラソン 20,000/68,349

奈良マラソン 17,500/6,039

和歌山ベイマラソン 定員12,000人（先着）

とくしまマラソン 定員1,500人（先着）

鳥取マラソン 定員4,400人（先着）

びわ湖毎日マラソン 日本陸上競技連盟登録者のみ

福井マラソン 当面の間中止

開催地マラソン大会
（障がい者向け）

定員（2019）

大阪マラソン 30人

神戸マラソン 車いす参加不可

奈良マラソン 10人

京都マラソン 20人

和歌山ベイマラソン 10人

とくしまマラソン 20人

鳥取マラソン 記載なし

びわ湖毎日マラソン 記載なし

福井マラソン 当面の間中止

ＷＭＧ各開催府県のマラソン公式ＨＰより引用

募集ページにWMGの
URLを記載してもらい

参加を促す

抽選時期がWMGの募集期間内なので、
京都マラソンと同様のアプローチ

が可能
参加したくても先着順のため

参加できない人が
多数いる可能性がある



京都マラソンの完走タイムへの着目

44.70%55.30%

女性30〜59歳

〜4時間59分 5時間〜記録無し

59.60%40.40%

男性30〜59歳

〜4時間59分 5時間〜記録無し

競技志向ではなく
マラソン（スポーツ）を

楽しみたい層

サブ５
5時間未満で
走る人

この層にもWMGを知ってもらうことで
マラソンだけでなくWMGの中で
認知度が低いほかの競技にも

参加してもらえる可能性大！！！

サブ６
5時間以上で
走る人



京都マラソン

龍谷大学 松永ゼミ×京都マラソン
寂れていく伝統工芸を活用したグッズを京都マラソンのブース販売し、

伝統工芸の活性化をはかるとともに、売上金を全額東日本大震災の

復興支援（こころのプロジェクト）に寄付している。

８年間やってきたプロジェクトを活かし、
WMGの活性化に役立てることはできないか。



プロジェクト内容

伝統工芸

松永ゼミのプロジェクトの１つある伝統工芸品を参加者に販
売することで、日本らしさを感じてもらうことが出来る

伝統工芸の発祥の地も海外に広まり、地域活性化に繋がる

さらに伝統工芸品を購入した人の満足度も上がる

国内外の参加者及び開催地域住民へのアプローチ



伝統工芸の例

2017
京友禅

[京友禅協同組合連合会]
[京都市伏見区老人クラブ連合会(手芸クラブ )]

2013
京くみひも

[西陣織工業組合（西陣織会館）]
[安達くみひも館]

2018
西陣織

[西陣織工業組合（西陣織会館）]
[京都市伏見区老人クラブ連合会(手芸クラブ )]

2014〜2016
京念珠

[京都念珠製造販売事業協同組合]

2012
西陣織

[西陣織工業組合（西陣織会館）]

2019
京お香

[西陣織工業組合（西陣織会館）]
[京都薫香組合]

ゼミ生と組合がコラボして、商品企画・製造・販売・寄付しています



ＷＭＧ×伝統工芸(例)

https://images.app.goo.gl/Y1nwjBQ3u5D7CgyA9

大阪府堺市 注染手ぬぐい

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnarauchiwa.com%2Fimg%2Fall_sinzika.jpg&im
grefurl=http%3A%2F%2Fnarauchiwa.com%2Fsinzika.htm&tbnid=wqGcoOVpYunYgM&vet=1&docid=-

vzXZIoPV83xWM&w=300&h=233&q=奈良団扇&hl=ja&source=sh%2Fx%2Fim

奈良県 奈良団扇和歌山県田辺市 皆地笠

https://images.app.goo.gl/72YztusKRAy4Rh9q7

福井県 越前漆器

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4041501.pdf

滋賀県長浜市 ビロード徳島県 阿波しじら織ネクタイ

https://images.app.goo.gl/Y3csDBD9rLE1f9s39

鳥取県倉吉市 倉吉がすり

https://images.app.goo.gl/ivnk9gbKkanhVKnh9

兵庫県 姫革細工

https://images.app.goo.gl/zsi7PVohxRi7BHQk9

2021年ワールドマスターズゲーム関西
公式マスコットキャラクター

スフラ



WMG交流拠点に伝統工芸を

開催府県(9府県)に１ヵ所ずつ設けている。

マスターズビレッジ

対応業務
各開催府県の会場地域
の伝統工芸品を販売

伝統工芸をその場で
作れる体験ブースを設置



WMGと伝統工芸組合をつなぐ

ブースの
担当組織

伝統工芸組合架け橋

地元の大学生も交渉に関わることで、次世
代を担う大学生と伝統工芸組合が繋がる！

プラス

松永ゼミが伝統工芸組合との交渉や
地域住民との関わりの

ノウハウを提供



WMG実行委員会にヒアリング

WMG開催期間中に、伝統工芸品を販売することをすでに検討中

→販売する内容や場所についての詳細は決まっていないとの

回答をいただく

実現可能性が高くなる！！



ＷＭＧ×伝統工芸

開催府県の伝統工芸

地域の伝統工芸組合
と連携

当日各開催府県の
ブースで販売や体験

コーナーを設置

伝統工芸の認知度向上

→地域活性化につながる

WMGとコラボすることで、
伝統工芸がお土産としても

価値が上がり購買率が高くなる

WMG側も利益が得られる

Win-Winな関係



まとめ

1-1. 開催府県のマラソン大会と連動して当落選者等に

アプローチし、マラソンだけでなく他の競技も

知ってもらうことで、大幅な集客が見込める

1-2. 同様に、マラソンだけでなく他の認知度が低い

スポーツや障がい者スポーツの発展をもたらす

2. 各開催府県の伝統工芸とWMGをコラボすることに

よって、WMGの利益も向上させるとともに、地域

活性化に繋がる
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ご清聴ありがとうございました


