
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太平洋と日本海を桜でつなごう 佐藤良二の夢と一緒に 楽しく走ってください 
 

日時：２０２３年４月１６日(日) 小雨決行 
会場：郡上市白鳥町向小駄良地区周辺 
 
 

主催；佐藤良二さくら道・夢マラソン実行委員会 
共催：向小駄良自治会・株式会社油坂 
後援：郡上市・郡上市教育委員会・中日新聞社 

 



佐藤良二さくら道・夢マラソンの開催趣旨 

毎年春の訪れとともに、桜の開花を待ちわびる人が大勢いることと思います。桜は昔から日本人に最も親し

まれ、愛され続けてきた花のひとつです。 

 そんな桜に魅せられ、人生を懸けて桜を植え続けた男が佐藤良二です。彼は名古屋から金沢まで全長２６６

ｋｍを走る「名金線」と呼ばれる国鉄バスの車掌でした。 

 彼は御母衣ダムに沈んだ村から移植された老桜(荘川桜)が奇跡的な生命力で花を咲かせ、故郷を失った人

々が笑顔を取り戻したのを見て、桜の力で人々を幸せにしようと太平洋と日本海を桜で結ぶことを決意します。 

 彼が夢見たのは、自分の乗るバスが走る道路沿いに桜を植え、名古屋から金沢まで続く桜のトンネルをつく

ることでした。そして試行錯誤の結果、樹齢が長く大木へと成長する品種「荘川桜」の実生苗を育てることに成

功します。 

 桜を植え始めた昭和４１年から１２年が経過し、二千本余りを植えた頃、彼は病に倒れ、志半ばの４７歳とい

う若さでこの世を去りました。 

 しかし、彼が思い描いていた「さくら道」の夢は同僚や家族に受け継がれ、彼が亡くなった後も教科書や映画

で紹介され、彼と桜のことを知った多くの人によって彼の夢は続いています。 

 ここに彼が晩年に残した言葉があります。“この地球の上に天の川のように美しい花の星座をつくりたい。花

を見る心がひとつになって、人々が仲よく暮らせるように・・・” 

 「佐藤良二さくら道・夢マラソン」は、彼が故郷に植えた一本の桜から数百本もの実生が芽吹いたことからそ

の構想が持ち上がりました。この大会は彼の夢を受け継ぐとともに、１９９４年以降、毎春開催されている「さくら

道国際ネイチャーラン」の協賛イベントとして、またランナーの皆さんが気軽に参加して佐藤良二の故郷と交流

を深めていただくことを目的に彼の生誕地である郡上市白鳥町向小駄良地区を会場に開催します。 

募 集 要 項 
開催日 ２０２３年４月１６日 (日) 小雨決行 

会 場 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良地区周辺 

種 目 約１０km (高低差約１９０m)、約５km (高低差約１６０m)  

定 員 ２種目合わせて１００名 

参加料 大人２，０００円、高校生以下５００円（ゼッケン代・傷害保険料含む） 当日受付にて集めます。 

参加資格 １０km、５kmを１時間３０分以内で完走することのできる方 

参加申込 郵便、または申込フォームからお申込みください。 

郵便の場合 〒501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良1253-438 

油坂さくらパーク内 佐藤良二さくら道・夢マラソン実行委員会 

氏名、性別、大会当日年齢、郵便番号、住所、電話番号(携帯）、参加種目をお知らせください。 

申込フォームの場合、油坂さくらパーク ホームページのイベントからアクセスできます。 

      油坂さくらパークＨＰ http://aburasaka.com/index.html    問合せ先 aburasaka@gmail.com 

申込期間  ３月１日(水)～３月３１日(金) 但し先着にて定員になり次第締め切ります 

集合受付 午前８時３０分～９時４０分 油坂さくらパーク管理棟広場 

開会式 午前１０時００分から、油坂さくらパーク管理棟広場 

スタート 油坂さくらパーク管理棟広場 １０kmコース午前１０時３０分 ５kmコース午前１０時３５分 

ゴール 制限時刻１２時００分 

閉会式 １２時００分から油坂さくらパーク管理棟広場 (順位表彰はありません。完走証をお渡しいたします) 

注意事項 天候等で中止する場合は、当日午前６時までに決定し、参加者に連絡します。健康管理に注意し、

事故等につきましては自己責任で処理してください。参加者には傷害保険に加入して応急処置を行います。 

参加特典 今年は軽食付き交流会を開催しませんが、ゴール後に地元冷凍鶏ちゃんと飲み物をお配りします。 

宿泊案内 油坂さくらパーク ☎ ０５７５－８２－３５０５ 

主 催 佐藤良二さくら道・夢マラソン実行委員会 

共 催 向小駄良自治会・株式会社油坂 

事務局 油坂さくらパーク内 佐藤良二さくら道・夢マラソン実行委員会  ☎ ０５７５－８２－３５０５ 

 

http://aburasaka.com/index.html%20/
mailto:aburasaka@gmail.com


「第１４回 ２０２３佐藤良二さくら道・夢マラソン」参加申込書 
※ 下欄に必要事項を記入し、郵送してください。 
 
 
 
住所 
     

〒    － 

 

 
 
携帯番号 
 

 

 

フリガナ   性別 当日年齢  参加種目 
 
 
氏名 
 

 

 
 

 
 
男 女 

 
 

歳 

 
 

１０Km ５Km 

＜通信欄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 1 人につき 1 枚ご記入ください。 

用紙が不足する場合はコピーしてご使用ください。 

 

令和  年  月  日 

  

募集要項により「第１４回 ２０２３佐藤良二さくら道・夢マラソン」に申し込みます。 
 
  

誓約事項 
 

私は､大会参加にあたり健康管理には十分配慮し、万一の事故・怪我等に 
対しても、自己の責任において処理し、主催者及び関係団体に一切ご迷惑 
をおかけしないことを約束します。  



佐藤良二さくら道・夢マラソンコース 

  (10km コース)－ 

さくらパーク管理棟（スタート）－ 番所跡 － 顕彰碑－

藤路の桜－市道旧１５８号線－良二さん生家－民宿て

んご（エード）－向小駄良信号－向小駄良南信号－奥美

濃大橋東詰－長良川左岸堤防道路－赤瀬橋東詰-赤瀬

橋西詰－長良川右岸堤防道路－白鳥大橋西詰－国道

向小駄良信号－市道旧１５８号線－国道１５８号－さくら

パーク南口－管理棟（ゴール） 

(５km コース）－ 

さくらパーク管理棟（スタート）－ 番所跡 － 顕彰碑－

藤路の桜－市道旧１５８号線－良二さん生家－民宿て

んご（エード）－市道旧１５８号線－国道１５８号－さくら

パーク南口－管理棟（ゴール） 

 

※コースは白線又は簡単な案内板で表示してあります。 

※今回は更衣室・シャワー室のご利用はできません。 

※天候等によりコース変更する場合があります。 

※歩道がある場合は歩道を走り信号機に従って下さい。 
 

 

 
油坂さくらパークまでの交通案内 
 

※お車の場合 

白鳥ＩＣ(東海北陸自動車道)→白鳥西ＩＣ(中部縦貫自

動車道油坂峠道路)→出口の国道１５８号交差点を

左折して１．５km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※長良川鉄道 時刻表は長良川鉄道 HP で確認して下さい。 

美濃太田 6:26－郡上八幡 7:54－美濃白鳥 8:25 

※岐阜バス(岐阜－八幡)と白鳥交通(八幡-白鳥)。前泊が必要。 

  名鉄岐阜－八幡-美濃白鳥の時刻表 

(鉄道・バス利用者はご連絡ください。) 
 
 

 
白鳥町の見どころなど 
 
○ 油坂さくらパーク  

霊峰白山の南山麓・熊ケ岳に展開するコテージ村 
 http://www.aburasaka.com 

 
○ 美人の湯しろとり かみほの湯 
 油坂さくらパークから７km、車で２０分。 
 利用時間 １０：００～２１：３０ 月曜定休 
 料金 大人 900 円 中学 500 円 小学 300 円 

https://kamihonoyu.jp/onsen.html 
 
○ 道の駅 清流の里しろとり 

特産品販売や食品サンプル体験、レストランなど 
油坂さくらパークから３．５ｋｍ、車で８分。 

 利用時間 ９：００～１７：３０ 定休日火曜 
http://okumino-shirotori.com/seiryu.html 

 
○ そば工房 源助さん 

白鳥さんのそばを使用、手打ちそばのお店。 
そば打ち体験(休止中) ☎０５７５－８２－６９８１ 
油坂さくらパークから３．５km、車で８分。 

 利用時間 １０：００～１５：００ 
  http://r.gnavi.co.jp/277zb0000000/ 
 
○ 白山文化博物館 
 油坂さくらパークから９km、車で１３分。 
 利用時間 ９：００～１６：３０  火曜日休館 

料金 一般３２０円、小中学生１１０円 
http://www.shirotori-gujo.com/hakusanbunkahakubutsukan.html 
 
○ 阿弥陀ヶ滝 

日本の滝 100 選 東海の名瀑 落差約 60m 
 油坂さくらパークから１６．５km、車で２５分。 
 https://tabitabigujo.com/spots/shirotori/landscape/#search 

http://www.nagatetsu.co.jp/images/guide/TrainSchedule20150314.pdf
https://www.gifubus.co.jp/highway/hachiman/
https://www.shirotori-kotsu.com/
https://www.gifubus.co.jp/highway/hachiman/tt_hachiman.pdf
http://www.aburasaka.com/
http://www.aburasaka.com/
https://kamihonoyu.jp/onsen.html
http://okumino-shirotori.com/seiryu.html
http://r.gnavi.co.jp/277zb0000000/
http://www.shirotori-gujo.com/hakusanbunkahakubutsukan.html
https://tabitabigujo.com/spots/shirotori/landscape/#search

	佐藤良二さくら道・夢マラソンの開催趣旨
	毎年春の訪れとともに、桜の開花を待ちわびる人が大勢いることと思います。桜は昔から日本人に最も親しまれ、愛され続けてきた花のひとつです。
	そんな桜に魅せられ、人生を懸けて桜を植え続けた男が佐藤良二です。彼は名古屋から金沢まで全長２６６ｋｍを走る「名金線」と呼ばれる国鉄バスの車掌でした。
	彼は御母衣ダムに沈んだ村から移植された老桜(荘川桜)が奇跡的な生命力で花を咲かせ、故郷を失った人々が笑顔を取り戻したのを見て、桜の力で人々を幸せにしようと太平洋と日本海を桜で結ぶことを決意します。
	彼が夢見たのは、自分の乗るバスが走る道路沿いに桜を植え、名古屋から金沢まで続く桜のトンネルをつくることでした。そして試行錯誤の結果、樹齢が長く大木へと成長する品種「荘川桜」の実生苗を育てることに成功します。
	桜を植え始めた昭和４１年から１２年が経過し、二千本余りを植えた頃、彼は病に倒れ、志半ばの４７歳という若さでこの世を去りました。
	しかし、彼が思い描いていた「さくら道」の夢は同僚や家族に受け継がれ、彼が亡くなった後も教科書や映画で紹介され、彼と桜のことを知った多くの人によって彼の夢は続いています。
	ここに彼が晩年に残した言葉があります。“この地球の上に天の川のように美しい花の星座をつくりたい。花を見る心がひとつになって、人々が仲よく暮らせるように・・・”
	「佐藤良二さくら道・夢マラソン」は、彼が故郷に植えた一本の桜から数百本もの実生が芽吹いたことからその構想が持ち上がりました。この大会は彼の夢を受け継ぐとともに、１９９４年以降、毎春開催されている「さくら道国際ネイチャーラン」の協賛イベントとして、またランナーの皆さんが気軽に参加して佐藤良二の故郷と交流を深めていただくことを目的に彼の生誕地である郡上市白鳥町向小駄良地区を会場に開催します。
	募　集　要　項
	開催日 ２０２３年４月１６日　(日)　小雨決行
	会　場 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良地区周辺
	種　目 約１０km　(高低差約１９０m)、約５km　(高低差約１６０m)
	定　員 ２種目合わせて１００名
	参加料 大人２，０００円、高校生以下５００円（ゼッケン代・傷害保険料含む）　当日受付にて集めます。
	参加資格 １０km、５kmを１時間３０分以内で完走することのできる方
	参加申込 郵便、または申込フォームからお申込みください。
	郵便の場合　〒501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良1253-438
	油坂さくらパーク内　佐藤良二さくら道・夢マラソン実行委員会
	氏名、性別、大会当日年齢、郵便番号、住所、電話番号(携帯）、参加種目をお知らせください。
	申込フォームの場合、油坂さくらパーク ホームページのイベントからアクセスできます。
	油坂さくらパークＨＰ http://aburasaka.com/index.html    問合せ先　aburasaka@gmail.com
	申込期間  ３月１日(水)～３月３１日(金)　但し先着にて定員になり次第締め切ります
	集合受付 午前８時３０分～９時４０分　油坂さくらパーク管理棟広場
	開会式 午前１０時００分から、油坂さくらパーク管理棟広場
	スタート 油坂さくらパーク管理棟広場　１０kmコース午前１０時３０分　５kmコース午前１０時３５分
	ゴール 制限時刻１２時００分
	閉会式 １２時００分から油坂さくらパーク管理棟広場 (順位表彰はありません。完走証をお渡しいたします)
	注意事項 天候等で中止する場合は、当日午前６時までに決定し、参加者に連絡します。健康管理に注意し、事故等につきましては自己責任で処理してください。参加者には傷害保険に加入して応急処置を行います。
	参加特典 今年は軽食付き交流会を開催しませんが、ゴール後に地元冷凍鶏ちゃんと飲み物をお配りします。
	宿泊案内 油坂さくらパーク　☎　０５７５－８２－３５０５
	主　催 佐藤良二さくら道・夢マラソン実行委員会
	共　催 向小駄良自治会・株式会社油坂
	事務局 油坂さくらパーク内　佐藤良二さくら道・夢マラソン実行委員会 　☎　０５７５－８２－３５０５

