
  大阪マラソン組織委員会（第４回） 

 

 

日 時 平成２３年９月２1 日（水） １5 時 ～ 

  

場 所 KKR ホテル大阪 ３階銀河 

        （大阪市中央区馬場町２番２４号） 

 

出席者 （別紙のとおり） 

 

次 第 ○ はじめに 

  ○ 議 事 

１ 第１回大阪マラソンについて 

(1) 大会の概要 

    ・大会の概要について 

  ・大会参加選手等について 

(2) 大会の準備状況 

  ・医事・救護体制について 

・主なランナーサービス等について 

・交通規制の周知について 

・ボランティアについて 

・大会ウェアについて 

２ 大阪マラソンチャリティ事業について 

３ 大阪マラソン関連イベントについて 

４ その他 

 (1)「第１回大阪マラソン」ＰＲにかかる取組み 

 (2) シカゴマラソンとの連携について 

(3) 大会当日までのスケジュール 

(4) その他 

  ○ おわりに 
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■大会名称  第１回大阪マラソン ～OSAKA MARATHON 2011～ 

（英文名称）  Osaka Marathon 2011 

■主  催   大阪府、大阪市、一般財団法人大阪陸上競技協会 

■共  催   読売新聞社 

■主  管  一般財団法人大阪陸上競技協会 

■運営協力       大阪身体障害者陸上競技協会 

■後  援  大阪市地域振興会、大阪府商店街連合会、大阪府商店街振興組合連合会 

             大阪市商店会総連盟、（社）関西経済連合会、大阪商工会議所、（社）関西経済同友会 

             （財）大阪観光コンベンション協会、（財）大阪体育協会、大阪府体育連合、大阪府体育 

             指導委員協議会、大阪市体育協会、大阪市体育厚生協会、大阪市体育指導委員協議会 

             （財）大阪市スポーツ・みどり振興協会、大阪府障がい者スポーツ振興協会、（社福）大阪 

             市障害者福祉・スポーツ協会、（社）大阪府医師会、（社）大阪府病院協会、（社）大阪府看護 

             協会、国土交通省近畿地方整備局、国土交通省近畿運輸局、阪神高速道路株式会社 

             （社福）読売光と愛の事業団、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、毎日放送 

             読売テレビ、報知新聞社 ＜順不同＞ 

■特別協賛      株式会社ケイ・オプティコム 

■協  賛       ミズノ株式会社、大塚製薬株式会社、株式会社ダスキン、大和ハウス工業株式会社 

             久光製薬株式会社、株式会社アーク・クエスト、アサヒビール株式会社、関西大学、 

             セイコースポーツライフ株式会社、近畿日本ツーリスト株式会社、株式会社フォトクリエイト 、 

             日本通運株式会社、大阪市信用金庫、日本興亜損害保険株式会社、株式会社ローソン、 

             株式会社ドール 

■種  目    （1）マラソン 

                         ①登録  ②一般  ③車いす 

             （2）チャレンジラン（8.8km） 

■開催日時   2011年（平成23年）10月30日（日） 

     8：55 車いすスタート 

     9：00 マラソン・チャレンジランスタート 

     10：50 チャレンジラン終了 

     16：00 マラソン終了 

■テレビ放映   毎日放送、読売テレビ 

■コース        大阪城公園前をスタートし、インテックス大阪前をフィニッシュとする大阪マラソンコース 

（マラソン）       ＜日本陸上競技連盟公認コース/AIMS公認コース＞ 

■コース                大阪城公園前～大阪市役所前（公認条件に適合せず記録は公認されない） 

(チャレンジラン） 

■競技規則   2011年度日本陸上競技連盟競技規則、日本身体障害者陸上競技連盟競技規則及び 

                            本大会規定による。 

■制限時間    マラソン：7時間、チャレンジラン: 1時間50分 

   ※1 制限時間は、号砲を基準とする。 

               ※2 交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設ける。関門以外においても著しく遅れた 

                                   場合は、競技を中止させる。 

■定  員    マラソン：28,000人、チャレンジラン：2,000人 

■参加資格   （1） マラソン 1993年（平成5年）4月1日以前に生まれたもの 

                ①登録    日本陸上競技連盟登録競技者 

                               ②一般  日本陸上競技連盟未登録者等 

                ※①②共に、本大会が推薦する国内・国外の競技者を含み、6時間30分以内に 

                 完走できる男女 

                                ③車いす レース仕様車（日本身体障害者陸上競技連盟競技規則による）で                    

                 2時間20分以内に完走できる男女計30人 

               ※障がいのない方の参加は不可 

    （2）チャレンジラン 1996年（平成8年）4月1日以前に生まれたもの 

                1時間20分以内に完走できる男女 

                (本大会が推薦する国内・国外の競技者を含む) 

     ※車いすでの参加は不可 

■参加料（個人）      マラソン：国内 10,500円 国外 12,500円（このうち500円はチャリティ募金） 

    チャレンジラン：国内 5,500円 国外 6,500円（このうち500円はチャリティ募金） 

■参加申込（個人）  （1）方法  インターネット・携帯サイトまたは専用振替用紙 

                   （2）期間  

                                ①インターネット・携帯サイト 2011年（平成23年）2月15日（火）から3月15日（火）まで。 

                                ②専用振替用紙 2011年（平成23年）2月15日（火）から2月28日（月）まで（当日消印有効） 

    （3）参加者の決定  定員を超えた場合は抽選を行う。 

    （4）入金  当選者は指定期日までに指定口座に入金のこと。 

■参加料（ｸﾞﾙｰﾌﾟ）   マラソン：１グループ10万円 

              ※参加料には、チャリティ募金（3,500円）の費用を含む。 

■参加申込(ｸﾞﾙｰﾌﾟ )(1）方法  インターネットのみ（専用振替用紙・携帯サイトによる申し込みは不可） 

              （2）期間  2011年（平成23年）2月15日（火）から3月15日（火）まで。 

    （3）参加者の決定  定員を超えた場合は抽選を行う。 

    （4）入金  当選者は指定期日までに指定口座に入金のこと。 

■参加者受付    2011年（平成23年）10月28日（金）・29日（土） 

                            大阪マラソンＥＸＰＯ2011会場（インテックス大阪）にて行う。 

                            ※大会当日には、受付を行わない。 

■その他   （1）チャリティを実施する。 

                            （2）主催者の責によらない事由で大会が中止の場合、参加料の返金等は一切行わない。 

                            （3）本大会は、国内の関連するすべての法令を遵守し実施されるものとする。 

                            （4）募集要項、参加申込書は、１月下旬より配布する。 

第１回大阪マラソン 大会要項 
資料１ 



■参加ランナーの内訳等について 

 

  エントリー総数  １７１，７４４人（H23.2.15～3.15） 

              ［4/25 一次当選者発表］ 

              ［7/11 追加当選者発表］ 

  参加料入金者数   ３１，７７３人 

※大会当日の参加者は３０，０００人（見込み） 

 

  入金者の状況 

   （１）都道府県別 

      ①大阪府 （１１，５３９人：37.5％） 

      ②東京都 （ ３，２４９人：10.6％） 

      ③兵庫県 （ ２，８５３人： 9.3％） 

      ④神奈川県（  １，３４８人： 4.4％） 

      ⑤京都府 （ １，２３８人： 4.0％） 

   （２）年齢構成 

                    ２０歳未満（  １００人： 0.3％） 

２０歳以上３０歳未満（４，０４１人：12.7％） 

３０歳以上４０歳未満（９，６８８人：30.5％） 

４０歳以上５０歳未満（９，９７３人：31.4％） 

５０歳以上６０歳未満（５，４２４人：17.1％） 

６０歳以上         （２，５２５人： 7.9％） 

       ※最高齢は 91 歳［女性］ 

   （３）海外からのエントリー 

      １，０２１人 

《①中国（392 人）②台湾（228 人）③アメリカ（105 人）》 

 ※世界２７の国・地域からのエントリー 

   （４）被災地からの参加者 ※参加料を免除 

      ６８２人 

(岩手県、宮城県、福島県など、災害救助法に適用された市町村にお住まいの方) 

 
 

■テレビ中継について 
 

○ 毎日放送（ＭＢＳ） 

  １０月３０日（日） １０：００～１１：２４ 

○ 読売テレビ（ＹＴＶ） 

  １０月３０日（日） １５：００～１６：３０ 

※いずれも関西ローカルの生中継 

資料２ 

 



（参考）

（１）国内都道府県別 （２）海外（国・地域）別

都道府県名 入金者数(人)
被災地域からの

参加者（人）
構成比（％） 順位 順位 居住地 入金者数(人) 構成比（％）

北海道 264 0.86 19 1 中国（香港・マカオ含む） 392 38.4

青森県 61 9 0.20 40 2 台湾 228 22.3

岩手県 38 36 0.12 47 3 アメリカ 105 10.3

宮城県 121 114 0.39 28 4 日本（日本在住） 95 9.3

秋田県 47 0.15 45 5 シンガポール 47 4.6

山形県 56 0.18 43 6 韓国 41 4.0

福島県 62 61 0.20 38 7 オーストラリア 26 2.5

茨城県 230 201 0.75 20 8 イギリス 20 2.0

栃木県 112 62 0.36 31 9 タイ 15 1.5

群馬県 107 0.35 33 10 フランス 14 1.4

埼玉県 873 2.84 9 11 フィリピン 6 0.6

千葉県 908 178 2.95 8 12 ベトナム 5 0.5

東京都 3,249 10.57 2 12 マレーシア 5 0.5

神奈川県 1,348 4.38 4 14 ニュージーランド 4 0.4

新潟県 114 21 0.37 29 14 カナダ 4 0.4

富山県 175 0.57 23 16 ブラジル 3 0.3

石川県 164 0.53 26 17 イタリア 2 0.2

福井県 179 0.58 22 18 オーストリア 1 0.1

山梨県 57 0.19 42 18 デンマーク 1 0.1

長野県 184 0.60 21 18 ドイツ 1 0.1

岐阜県 175 0.57 24 18 ハンガリー 1 0.1

静岡県 365 1.19 13 18 オランダ 1 0.1

愛知県 963 3.13 7 18 ネパール 1 0.1

三重県 343 1.12 17 18 ノルウェー 1 0.1

滋賀県 572 1.86 10 18 パキスタン 1 0.1

京都府 1,238 4.03 5 18 スイス 1 0.1

大阪府 11,539 37.52 1 1,021 100

兵庫県 2,853 9.28 3

奈良県 1,004 3.26 6

和歌山県 347 1.13 15

鳥取県 109 0.35 32

島根県 80 0.26 36 男性 ： ２４，５７８人（７７．４％）

岡山県 349 1.13 14 女性 ： 　７，１９５人（２２．６％）

広島県 344 1.12 16

山口県 171 0.56 25

徳島県 434 1.41 11

香川県 162 0.53 27

愛媛県 291 0.95 18

高知県 48 0.16 44

福岡県 431 1.40 12

佐賀県 41 0.13 46

長崎県 84 0.27 35

熊本県 114 0.37 30

大分県 71 0.23 37

宮崎県 59 0.19 41

鹿児島県 94 0.31 34

沖縄県 62 0.20 39

不明 60 0.20

合　計 30,752 682 100

（３）男女別

合　計





「第１回大阪マラソン」 参加決定選手等一覧 

 

１．招待選手（現役選手） 

氏 名 所属（国籍） 自己ベスト 

サリム・キプサング ケニア 2:07:29（2007 ベルリンマラソン） 

エリジャ・サング ケニヤ 2:10:13（2007 フランクフルトマラソン） 

アレクセイ・ソコロフ ロシア 2:11:53（2011 チューリッヒマラソン） 

実井謙二郎 日清食品グループ 2:08:50（1996 東京国際マラソン［４位］） 

川内 優輝 埼玉県 2:08:37（2011 東京マラソン［３位］） 

大中 健嗣 ＮＴＴ西日本 2:15:23（2011高知マラソン［２位］） 

吉村 豊和 大阪陸協 2:15:05（2009 防府読売マラソン） 

高田 伸昭 枚方マスターズ 2:19:00（2009福岡国際マラソン） 

リディア・シモン ルーマニア 2:22:54（2000 大阪国際女子マラソン［優勝］） 

嶋原 清子 セカンドウィンドＡＣ 2:25:10（2009 北海道マラソン） 

佐伯由香里 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 2:28:55（2009 東京マラソン［２位］） 

小崎 まり ノーリツ 2:23:30（2003 大阪国際女子マラソン） 

猪野 祐貴 ノーリツ 2:42:35（2011 泉州国際市民マラソン［２位］） 

友枝 美里 豊田自動織機 1:15:48（2009 全日本実業団選手権）※ハーフ 

吉住 友里 大阪長居ＡＣ 2:42:15（2009 福知山マラソン） 

廣道  純（車いす） プーマ・ジャパン 1:23:23（2008 北京パラリンピック［７位］） 

 

 

２．ゲストランナー 

 

氏 名 プロフィール等 

中山 竹通 
1985ワールドカップ広島大会２位。1988ソウル五輪男子マラソン４位。1992

バルセロナ五輪男子マラソン４位。 

砂田 貴裕 ﾏﾗｿﾝｼﾞｭﾆｱ日本最高記録保持者。100 ｷﾛ世界記録保持者。大阪府出身 

谷川 真理 1991東京国際女子マラソン優勝 

深尾 真美 1985ユニバーシアード神戸大会優勝。大阪府出身 

和田 光代 1993パリマラソン優勝。旧姓吉田 

間  寛平 アースマラソン完走 

輝かしい実績をお持ちのＯＢ・ＯＧ選手。大会当日はランナーとして参加。 

資料４ 



 

３．チャリティランナー 

 

 

 

氏 名 プロフィール等 種目 

秋野 暢子 女優。大阪府出身 マラソン 

森脇 健児 タレント。大阪府出身 マラソン 

小島 智子 元 NFLチアリーダー。 大阪府出身 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝ 

松田 陽子 シンガーソングライター、司会、通訳。大阪府出身 マラソン 

平塚  潤 
城西大学陸上部総監督。1993年世界陸上ｼｭﾂｯﾄｶﾞﾙﾄ大会

男子 10,000M代表 
マラソン 

白川 陽子 
第５回世界ジュニア 10,000M優勝。大阪・枚方マスターズ所

属。大阪府出身 
マラソン 

川上 直子 サッカー解説者。元なでしこジャパン マラソン 

ウルフルケイスケ 音楽アーティスト・ウルフルズのギター担当。大阪府出身 マラソン 

 

 

４．チャリティサポーター 

 

 

 

 

氏 名 プロフィール等 

森島 寛晃 セレッソ大阪アンバサダー 

佐藤 真海 北京パラリンピック走り幅跳び日本代表。気仙沼出身 

有森 裕子 
認定ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本理事長。1992年バルセロナ

五輪銀。1996年アトランタ五輪銅 

大日方 邦子 冬季パラリンピック アルペンスキー金 

朝原 宣治 北京オリンピック男子４×１００m リレー銅，大阪ガス所属 

 

大会当日、ランナーとして参加。ソーシャルメディア及び出演メディア等を通じて情報

発信し、チャリティへの寄付を呼び掛けていただく。 

 

大会以前に、ソーシャルメディア及び出演メディア等を通じて情報発信し、チャリティ

への寄付を呼び掛けていただく。大会当日はランナーとしては参加しないが、沿道応援イ

ベント会場等で声援を送っていただいたり、フィニッシュ地点等での演出に協力いただく。 



■医事・救護体制 

医事・救護体制について 

資料５ 

 早期発見・対応をするために救護体制を確立し、応急処置を行うとともに重症者の 
病院への搬送等を行い、安全・安心な大会を実現します。 

救護本部 
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31組 41組 4箇所 8箇所 16組 44組 3台 

全19箇所 
    ・スタート（2） 
    ・チャレンジランフィニッシュ（1） 
    ・フィニッシュ（2）
    ・コース（14） 



■医事・救護スタッフ 

 医療関係団体の協力のもと、総勢800名の救護体制を整え、ランナーをしっかり 
サポートします。 

■ハートサポーター 

 大阪マラソンは、ランナー・ボランティア全員が救命処置を実践できる、お互いに命を 
支え合う安心・安全な大会をめざします。 
 
 救命処置に関する講習を受けたランナー・ボランティアは、「大阪マラソンハートサポーター」とし
て登録、当日はハートサポーター章（ステッカー）をつけて出走・活動します。 
 本大会では大阪ライフサポート協会の協力で「大阪マラソンPUSH講習会」を開催するほか、ランナー
3,000名の登録を呼びかけています。 

ハートサポーター章 

6 14 20

救護所 49 75 74 244 442 AED：21台

固定AED隊 62 62 AED：31台

救急サポート隊 82 82

フィニッシュ
サポート隊

4 30 34

収容関門 38 8 46 医師は関門収容バス乗車

32 6 38 AED：16台

45 14 14 14 87

6 2 8 最後尾収容バス乗車

6 132 103 190 78 310 819

移動AED隊

メディカルランナー

最後尾収容バス

救護本部

合　計

救護所

競技役員
ボランティア

など
合計 備考医事救護スタッフ配置

医事・救護
専門部会
委員

医師 看護師
救急救命士
※資格取得

予定者含む

トレーナー
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大阪マラソンコース図 (救護所・関門・給水配置図 )
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救護スタッフコース上配置 

 救護所のほか、1kmごとに固定AED隊を配置、中間には搬送を補助する救急サポート隊を配置するほか、 
移動AED隊やメディカルランナーがランナーをサポート 

項目 21km
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主なランナーサービス等について 

 

■給水関係   

◎給水所はコース上に、5㎞以降約 2.5㎞毎、全 15 カ所設置 

内  容 数  量 

水 １ℓペットボトル ５８，０００本 

水 ５００ml ペットボトル ４３，０００本 

スポーツドリンク ２ℓペットボトル ２１，０００本 

スポーツドリンク ５００ml ペットボトル ３６，０００本 

  

 

■給食関係   

◎給食所はコース上に、23㎞以降約 5㎞毎、全４カ所設置 

内  容 数  量 

バナナ ６０，０００本 

キャラメル １００，０００粒 

塩飴 １５，０００個 

フルーツ大豆バー ３０，０００本 
 

※32.5 ㎞地点において、大阪市商店会総連盟が大阪マラソン公式給食エイド 

  を運営（巻きずし、三笠まんじゅう、コロッケなどを提供予定） 

 

■仮設トイレ：スタート会場に４００基。コース上に３００基。 

■手荷物トラック：３７台（１０ｔ及び４ｔの合計数） 

 ※ランナーの手荷物をスタート地点からフィニッシュ地点まで輸送 

■収容バス：３８台 

 ※コース上に収容関門を８カ所設置，収容バスには医師が同乗 

資料６ 

 



          

交通規制の周知について 

１ 交通規制周知チラシ・ポスターの作成及び沿道住民の方などへの説明 

大会当日はマラソン開催に伴い、大阪市内において、7時30分頃から16時３０分頃ま

で大規模な交通規制が行われるため、チラシ及びポスターを作成し、コース沿道の居宅・

店舗をはじめ、地域の皆様に交通規制情報のお知らせをするとともに、ご理解とご協力の

お願いを行っています。 
 

周知用印刷物 チラシ ポスター 

作成枚数 46万枚 1万枚 

 
 

 
沿道住民の方等への説明 

 
訪問件数又は回覧町会数 

       
コース沿道の居宅・店舗等への説明配布 

 
       3万件 

 
大阪市内沿道 9区の地域振興会での説明 

及び 
24区全区の地域振興町会振興町会内での 
班回覧 

 
        

4千町会 
（7万班） 
 

   
     
  
2  関係統括団体等へのお知らせ及び傘下団体への周知依頼 
 
   トラックやバス、タクシーなどの運輸旅客関係やコンビニなどの統括団体等へ大会開催

についてのご理解ご協力をお願いするほか、傘下の団体などへの周知も併せてお願いし

ました。また、警察関係についても、府内だけでなく近隣府県の警察署等へもチラシポスタ

ーを送付し、ご協力のお願いを行っています。 

 

種 別 主な配布先 

チラシ 

ポスター 

・運輸旅客等関係統括団体等         ８０ 団体 

・府内市町村                    42 市町村  

・大阪府警察本部及び府内警察署等    ８３ か所                      

・近隣府県警察本部及び警察署       14  か所 

・大阪市内商店街                353  か所 

・コンビニ・大規模商業施設         1,866  店舗 

                                             等 
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3 今後の予定 
 

より広範囲に効果的に交通規制情報をお知らせするため、大会 1か月前から集中的に
多様な手法を活用して周知を行ってまいります。 
 

時期 主な対策 

10月上旬 

又は 

上旬～下旬 

 

行政広報紙でのお知らせ 

（１０/1：府政だより、市政だより、府内市町村広報紙） 

共催新聞社（読売新聞）での広告（上旬） 

大阪市交通局の交通広告（上旬～下旬） 

ラジオのスポット CM(上旬～下旬) 

一般道・高速道路での横断幕設置（上旬～下旬） 

立て看板の設置（上旬～下旬） 

                              等 

10月下旬 

 

行政広報紙でのお知らせ（10/15：大阪市各区広報紙） 

共催新聞社（読売新聞）での広告 

新聞五大紙への交通規制周知チラシの折り込み 

ＪＲ及び私鉄でのポスターの駅貼り並びに車内吊り 

                            等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ボランティアについて

１ 活動内容及び配置人数 

団体ボランティア 7,702人（163団体）、個人ボランティア 2,045人が「大阪マラソンＥＸＰＯ2011」 

及び「第 1回大阪マラソン」において、3日間にわたる活動を行います。 

                                              平成 23年 9月 1日現在 

月   日 区   分 主な活動内容 延人数（人） 

１０月２８日（金） 

１０月２９日（土） 

ＥＸＰＯ 

（インテックス大阪） 

ランナー受付 

  ７８４ ボランティア受付 

総合案内 

１０月３０日（日） 

スタート 

（大阪城公園前） 

手荷物預り 

  ６７０ 
給水 

救護 

案内誘導 

チャレンジラン 

フィニッシュ 

（大阪市役所前） 

完走メダル配付 

  １９２ 

給水・給食 

手荷物返却 

救護 

総合案内 

フィニッシュ 

（インテックス大阪） 

完走メダル配付 

  ９２０ 

給水・給食 

手荷物返却 

救護 

案内誘導 

コース(沿道) 

コース（沿道）整理 

７，１８１ 
給水・給食 

住民対応 

救護 

合   計 ９，７４７ 

 

２ ウエア 

活動内容別にウエアの色を変えて識別を行うことにより、運営をスムーズにし、また、グループの 

一体感を醸成します。 
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カラー 主な活動内容 

ライムグリーン（ショート丈） ランナー受付 

ライムグリーン コース（沿道）整理、案内誘導、手荷物預り、手荷物返却 

ブラック コース（沿道）等責任者 

ターコイズブルー 給水（クリスタルガイザー）・給食 

オレンジ 給水（アミノバリュー） 

レッド 救護 

ブラック（ショート丈） 沿道住民対応 



 

３ 説明会実施概要 

ボランティアに確実に活動内容を理解してもらえるよう、具体的な活動内容の説明及び実習を行

います。 

また、組織的に活動が行えるよう、各責任者間の連携強化を図ります。 

 

説明会 開催日 会  場 参加者数（人） 

ボランティアガイダンス 
8月 27日（土） 

大阪歴史博物館   ４７６ 
8月 28日（日） 

統括・チーフ説明会 
9月 7日（水） 大阪府咲洲庁舎 

  １３８ 
9月 8日（木） 大阪市中央卸売市場 

ボランティアリーダー 

説明会 

9月 17日（土） 大阪府咲洲庁舎 

  ５６４ 

9月 18日（日） 大阪市役所 

9月 25日（日） 大阪府咲洲庁舎 

10月 1日（土） 
大阪歴史博物館 

10月 2日（日） 

ボランティア説明会 

10月 18日（火） 
大阪府咲洲庁舎 

１，５３６ 

10月 19日（水） 

10月 20日（木） 大阪市職員人材開発 

センター 10月 21日（金） 

10月 28日（金） 
インテックス大阪 

10月 29日（土） 

大会本部（ＶＩＰ対応・救護）

説明会 
調整中 調整中    ２３ 

※参加者数は、実施済みの説明会は確定人数・未実施の説明会は参加予定人数 

 



大会ウェアについて 

 大阪マラソンで活動する役員やスタッフ、ボランティアの役割識別を容易にし、円滑な大会運営に 
資するため、大会ウエアを次のように定めました。また、この大会ウエアは、活動の一体感の証にも 
なるものです。  

■大会ウェア一覧 

ハーフコート 
【競技役員】 

ハーフコート 
【事務局】 

ハーフコート 
【救護】 

ハーフコート 
【役員】 

ハーフコート 
【ディレクター他】 

ジャケット 
【住民対応等】 
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■大会ウェア一覧 

ハーフコート 
【沿道ボランティア】 

ハーフコート 
【給水ボランティア 
＜アミノバリュー＞】 

※リーダー ※リーダー ※リーダー 

ジャケット 
【ＥＸＰＯボランティア】 

※リーダー 

ハーフコート 
【給水ボランティア】 



■大会ウェア一覧 

ビブス 
【ＭＢＳ（ＴＶ中継クルー）】 

ビブス 
【代表取材】 

ビブス 
【スポンサー関係】 

ビブス 
【ムービー＆スチール】 

ビブス 
【ＹＴＶ（ＴＶ中継クルー）】 

ビブス 
【医師】 

ビブス 
【看護師、救急救命士】 



大阪マラソンチャリティ事業について 

大阪マラソンは「チャリティマラソン」を掲げ、東日本大震災復興支援と大会スロ

ーガンの「みんなでかける虹。」にちなんだ 7 つのチャリティテーマを設定し、ランナ

ーをはじめ広く市民等にチャリティを呼びかけている。 

■大阪マラソンシンポジウムの開催 

概要：東日本大震災の復興支援を含め、チャリティマラソンとしての大阪マラソ

ンが果たしていく役割について考えていく。また、当日会場には募金箱を

設け、参加者から震災復興支援、大阪マラソンチャリティテーマへの募金

を行う。 

   内容：日時：2011 年 7 月 30 日（土）午後 1 時 

      会場：大阪市中央公会堂 

【第１部】 基調講演 有森裕子氏（バルセロナ、アトランタ五輪メダリスト、 

       スペシャルオリンピックス日本理事長） 

          テーマ  「私とマラソン」 

【第２部】 パネルディスカッション 

テーマ「大阪マラソンが目指すもの」 

有森裕子氏 

横川浩氏（大阪マラソン組織委員会会長） 

岡本依子氏（シドニー五輪テコンドー女子６７㎏銅メダリスト） 

橋爪紳也氏（大阪府立大学教授） 

      その他  東日本大震災現地支援活動報告 

           今瀬政司氏（NPO 法人「市民活動情報センター」代表理事） 

      入場者数 511 人 （応募総数 1,198 人） 

  ■その他の取組み 

 （１）募金箱、貯金箱について 

   ①大阪マラソンのチャリティプログラムに賛同し、募金箱の設置にご協力いた

だける団体を募集 

   ②チャリティ活動にご協力いただくための個人向け貯金箱の配付希望者を募集 

   ※応募期間はいずれも、8 月 22 日（月）から 10 月 21 日。ご協力いただい

た募金等は大会終了後、大阪マラソン組織委員会事務局が寄付先団体へ一括し

てお届けする予定。 

 （２）アテネクラッシックマラソンへのランナー派遣協力 

「第 1 回大阪マラソン」の参加・完走者のうち、東日本大震災の被災地から

参加された方 1 名を、国際マラソン大会「第 30 回アテネクラッシックマラソ

ン」へ招待したい（NPO 法人日希協会［岩谷忠雄会長］）との意向を受け、今

後実現に向けた協力を行う。 
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（参考） 

 

  「第１回大阪マラソン」チャリティテーマ一覧 
 

No. 

チャリティテーマ 

【寄付先】 

チャリティ 

カラー 

新 
復興に向け、ひとつになろう  ※東日本大震災への対応 

【社会福祉法人 読売光と愛の事業団】 

虹色 

１ 

森林をよみがえらせ、育てていこう 

【一般社団法人 more trees(モア・トゥリーズ) 】 

赤色 

２ 

障がいのあるアスリートを応援しよう 

【財団法人日本障害者スポーツ協会 認定ＮＰＯ法人ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ日本】 

オレンジ色 

３ 

病気に苦しむ子どもと家族を励まそう 

【認定ＮＰＯ法人難病のこども支援全国ネットワーク】 

黄色 

４ 

がんを撲滅する活動を支援しよう 

【がんサポートコミュニティー（NPO法人ジャパン・ウェルネス）】 

緑色 

５ 

景観を守り、美化する活動を広げよう 

【特定非営利活動法人 green bird（グリーン・バード）】 

水色 

６ 

子どもたちの心と体づくりを支えよう 

【社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン】 

紺色 

７ 

きれいな水を飲める世界をめざそう 

【特定非営利活動法人国連 UNHCR協会（国連難民高等弁務官事務所・日本委員会）】 

紫色 

 



大阪マラソン関連イベントについて 

 

◆大阪マラソン沿道応援イベント『ランナー盛り上げ隊！』 

 ・概  要：大会当日、マラソンコース沿道に設置されたステージ等において、ランナー及

びマラソン大会を大阪ならではのパフォーマンスで盛り上げる。 

 ・実施日時：２０１１（平成２３）年１０月３０日（日） ９：００～１６：００頃 

 ・場  所：マラソンコース沿道２１か所 ※屋外会場 

 ・内  容：音楽系（吹奏楽などの楽器や太鼓演奏、歌、合唱など） 

       パフォーマンス系（ダンス、チアリーディングなど） 

 ・申 込 み：２０１１（平成２３）年４月２５日（月）～５月２５日（水）実施 

・出演団体：１１６組 

      関西大学応援団、大阪市音楽団、相愛大学音楽学部ウインドオーケストラ、  

相 愛 中 学 ・ 高 等 学 校 （ 吹 奏 楽 部 ）、 八 尾 本 場 河 内 音 頭 連 盟 、          

大阪市商店会総連盟（よさこい踊り：あきない祭りとの連携）など 

         大阪マラソン沿道応援イベント会場について 

   

※実施場所は別図参照 

天王寺 1 デイリーカナートイズミヤ　玉造店 天王寺区玉造元町１１－２０ ９：００－９：５５ 和太鼓

天王寺 2 シェラトン都ホテル大阪前 天王寺区上本町６－１－５５ ９：００－１０：１０ 楽器演奏

中央 3 ＮＭプラザビル前 中央区淡路町３－６－３ ９：２５－１１：４５ ダンス

中央 4 大林ビル前 中央区北浜東４－３３ ９：３０－１１：２５
楽器演奏
よさこい踊り

都島 5 中道ビル前 都島区片町１－３－６ ９：３５－１１：１５ 楽器演奏

中央 6 大阪マーチャンダイズ・マート前 中央区大手前１－７－３１ ９：３０－１１：２０
楽器演奏
ダンス

北 7 中央公会堂前 北区中之島１－１－２７ ９：４０－１１：３５
学生応援部
楽器演奏

中央 8 伊藤忠ビル前 中央区久太郎町４－１－３ ９：２０－１１：５０
ダンス
チアリーディング

西 9 京セラドーム前交差点 西区千代崎３丁目地先 １０：００－１２：３５
楽器演奏
エイサー踊り

浪速 10 元市立浪速青少年会館前 浪速区浪速東１－１－６１ １０：２０－１３：２５ 和太鼓

西成 11 大阪市社会福祉研修・情報センター前 西成区出城２－５－２０ １０：２５－１３：３５
楽器演奏
ダンス

西成 12 越前屋駐車場前 西成区鶴見橋１－１４－３２ １０：２５－１３：４５
楽器演奏
ダンス
歌

西成 13 西成税務署前/西成納税協会前 西成区千本中１－３－４ １０：３０－１３：５５ ダンス

住之江 14 日産大阪 住之江店前 住之江区西加賀屋１－１－３９ １０：４０－１４：１５
楽器演奏
太鼓
ダンス

住之江 15 大阪市西南環境事業センター前 住之江区泉１－１－１１１ １０：４５－１４：３５ 学生パフォーマンス

住之江 16 ジャパン建材　大阪営業所前 住之江区平林南１－５－５ １０：５０－１４：４５
太鼓
ダンス
バトントワリング

住之江 17 永井商運前 住之江区南港東５－１－４ １１：００－１５：１５
太鼓
楽器演奏

住之江 18 大阪車両前 住之江区南港東９－４－４５ １１：０５－１５：３０
楽器演奏
歌

住之江 19 インテックス臨時駐車場① 住之江区南港北１丁目 １１：１０－１５：４５
鼓笛隊
楽器演奏

住之江 20 インテックス臨時駐車場② 住之江区南港北１丁目 １１：１０－１５：４５
楽器演奏
よさこい踊り

住之江 21 インテックス大阪前交差点フィニッシュ地点 住之江区南港北１丁目 １１：１５－１６：００ 楽器演奏

主な演目内容（予定）区別 No. 名称 所在地 応援実施時間想定

資料１１ 

 



◆大阪マラソンＥＸＰＯ２０１１ 

  概  要：第１回大阪マラソンのランナー受付と同時に開催するイベント。ス

ポーツメーカーなどが出展するイベントブースや展示即売会、府内

市町村などが出展する観光ブース、大阪の食を紹介するコーナーな

どを設置することにより、マラソン大会の盛り上げを図るとともに、

大阪の都市魅力を発信する。 

  実施日時：２０１１（平成２３）年１０月２８日（金）～２９日（土） 

      １１：００～２０：００ 

場  所：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北１－５－１０２） 

       １号館： 大阪マラソンうまいもん市場２８日（金）～３０日（日） 

ただし、３０日（日）は１０：００～１７：００ 

２号館：参加ランナー受付エリア 

２・３号館：マラソン関連又は、大阪のまちの PR に寄与する   

製品・サービス・出版物等を取り扱う企業及び団体等  

入 場 料：無料 

 出 展 社：1 号館２５社（調整中）、2 号館３０社、3 号館４４社（別紙平面図参照） 

 

◆ 商店街との連携イベント 

  概要：府内商店街と連携したイベントを実施し、大阪マラソンのＰＲ及び開

催機運を醸成するとともに、府内商店街の振興を目的とする。 

  内容：イベント開催経費の助成や大阪マラソン PR キャラバン隊の派遣、く

じ引きの景品等の提供、PR 物品の貸し出し、大阪マラソン大会ロゴ

使用許可などを行う。 

  実施数：５７事業 （別紙１） 

   

◆ 大阪マラソン事前盛り上げイベント 

  概要：広く市民に各種イベント企画を募集。それぞれのグループ、団体で実

施するイベントに「大阪マラソン事前盛り上げイベント」の冠や大阪マ

ラソン大会ロゴ使用許可をつけていただくことにより、「大阪マラソン」

の認知度向上と、開催機運の醸成を図る。 

  内容：大阪マラソンを盛り上げてくれるイベントを募集 

   実施数：８事業 （別紙２） 

 



START

チャレンジラン
FINISH

FINISH

2011/03/01

５ｋｍ

２０ｋｍ

２５ｋｍ

３０ｋｍ

３５ｋｍ

４０ｋｍ

１０ｋｍ

中間点

１５ｋｍ

12,越前屋駐車場 前

4,大阪大林ビル 前

6,ＯＭＭビル 前

5,中道組本社ビル 前

8,伊藤忠ビル・大阪センタービル 前

9,京セラドーム大阪　ドーム前交差点 付近

10,元大阪市立浪速青少年会館 前

7,大阪市中央公会堂 前

14,日産大阪 住之江店 前

2,シェラトン都ホテル大阪 前

1,デイリーカナートイズミヤ 玉造店 前

16,ジャパン建材 大阪営業所 前

15,大阪市西南環境事業センター 前

11,大阪市社会福祉研修・情報センター 前
20,インテックス大阪 臨時第1駐車場②

18,大阪車輌工業 前 　　

21,フィニッシュ地点 前

17,永井商運 前

19,インテックス大阪 臨時第1駐車場①

3,NMプラザ御堂筋 前

13,西成税務署/西成納税協会 前

2011.09.10
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府：大阪府商店街連合会
大：大阪府商店街振興組合連合会
市：大阪市商店会総連盟

日程（予定） 区 商店街名 イベント名称 府市大

1 7月30日 港 天保山商店会 天保山・手持ち花火大会２０１１ 市

2 8/１～10/29 福島 野田阪神駅前通商店街 大阪マラソン私設応援団キャンペーン 市

3 8月6日 住之江 加賀屋商業協同組合 ザ夜店祭り 市

4 8月6日 平野 長吉中央商店街振興組合 河内夜市 市

5 8月6～７日 中央 千日前商店街振興組合 みにゃみん夏祭 大

6 8月7日 岸和田 岸和田駅前商店街 「えぇ！きまえ市」における大阪産＆大阪マラソンＰＲコーナー設置 府

7 8月11日 東大阪市 岩田本通商店街振興組合 岩田墓市イベント 大

8 8月17日 豊中市 庄内本通商店街振興組合 第９回庄内祭り 大

9 8月20日 西成 飛田本通商店街振興組合 大阪の元気をとどけよう 大

10 8月20日 東成 今里新道筋商店街振興組合 ザ・夜店 大

11 8月21日 西 ナインモール九条 あつまれ!夏の王様　タイムスリップ!昭和の夏休み 大

12 8月２５～２７日 淀川 三津屋商店街振興組合 第３６回　みつやどんたく 大

13 8月27日 東大阪市 大蓮北通商店街振興組合 納涼　夜店大会 大

14 8月27日 大正 平尾本通り商店街振興組合 サンクス平尾　名物　夜店 大

15 8月27日 西 キララ九条商店街連合会 第３回　キララの夜店 大

16 8月27日 泉大津 泉大津中央商店街振興組合 市民ふれあい夜店大会 大

17 8月29日 生野 生野銀座商店街振興組合 銀座「夏祭り」 大

18 9月4日 住吉 地下鉄あびこ中央商店街振興組合 あびん子１００円商店街 大

19 9月4日 生野 近鉄今里駅前商店街振興組合 2011年フリーマーケット＆フォークソング 市

20 9月4日 西成 今池本通商店会協同組合 大阪無農薬野菜販売イベント 市

21 ９月４日～１０日 寝屋川市 大利商店街振興組合 ベルちゃん　としちゃん　スタンプラリー 大

22 9月10日 旭 新森商店街 フェスティバル新森 市

23 9月18日 港 繁栄商店街振興組合 韋駄天まつり 市

24 9月3日 北 天神橋五丁目商店街振興組合 天五の夜店 大

25 ９月２３～２５日 北 天神橋四番商店街振興組合 わごん市 府

26 9月23日～10月2日、10月14日 堺 泉北光明池専門店事業協同組合 サンピアオータムセール＆レコードキャンペーン 大

27 9/24　10/30 北 黒崎東商店街 商店街アーケードで「走る」をテーマにサイエンスカフェ 市

28 10月8日 北 天神橋筋商店連合会 商人ロボットと大阪マラソン（仮称） 大

29 １０月７～１０日 旭 千林商店街振興組合 恒例！秋の味覚市 大

30 10月8日 東淀川 淡路本町商店街振興組合 「路！虹！淡路！」 大

31 10/8～9 中央 法善寺前本通り商店街振興組合 第2回　南乃福寿弁財天　秋祭り 市

32 10月9日 中央 千日前道具屋筋商店街振興組合 道具屋筋まつり 大

33 10月10日 中央 心斎橋筋商店街振興組合 セレッソ大阪＆心斎橋筋商店街サッカー教室 大

34 10月11日 堺 しらさぎ３１０商友会 商友会とくとくまつり 府

35 10月11日 堺 湊駅前東通商店会 鯨まつり 府

36 10月１１～12日 堺 エイワ商店街振興組合 秋のエイワ商店街まつり 府

37 10月12日 堺 鳳本通商店街振興組合 鳳商店街スタンプラリーマラソン 府

38 10月12日 堺 宮園一番街商店会 秋のカラオケ発表会 府

39 10月12日 堺 堺市駅東商店街振興組合 秋の大抽選会 府

40 10月13日 堺 堺東瓦町商店街振興組合 なかしん　逸品ビンゴゲーム大会 府

41 10/13～16 中央 道頓堀商店会 日韓交流エンタメ見本市 市

42 10月１３～1７日 堺 ジョルノ専門店商業組合 御幸通りふれあいまつり 府

43 10月14日 堺 ガーデンシティ専門店会 秋の感謝祭セール大抽選会 府

商店街との連携イベント
資料１１関係 別紙１ 



44 10月14日 堺 深井プラザ商店会 深井プラザチャリティオークション 府

45 10月15日 此花 四貫島商店街振興組合 四貫島地区合同「大阪マラソン盛上げイベント」 市

46 10月15日 堺 エブリー専門店街 エブリー　レシート集めて景品プレゼントセール 府

47 10月15日～16日 堺 中百舌鳥駅前通商店街振興組合 オータムなかもずフェスティバル 府

48 10月15日～16日 堺 堺山之口連合商店街振興組合 アスティ山之口カラオケ選手権＆ビンゴ大会 府

49 １０月１５～１７日 住之江 粉浜商店街振興組合 升の市１００円商店街 大

50 10月16日 大正 大正橋商店会 大阪マラソン応援まつり 市

51 10月16日 西成 西成区商店会連盟 西成区商店街にぎわい祭り～よって、みて、遊んでや～ 市

52 10月22日 都島区 京橋中央商店街振興組合 「大阪マラソン応援」京橋百円商店街 大

53 10月22日 中央 戎橋筋商店街振興組合 大阪マラソン　ミナミ応援団 大

54 10月23日 港 八幡屋商店街振興組合 第2回大阪ごちそうマラソン 市

55 10月２５～29日 貝塚市 シェルピア専門店会 秋の感謝祭 府

56 10/28  10/29 生野 生野本通商店街振興組合 「ふれあい100円商店街」 市

57 10月29日 東住吉 駒川商店街振興組合 大阪マラソンタイム当てクイズｉｎ駒川商店街 大



（資料１１関係　別紙２）

イベント名称[動員数（見込み数）] 実施期間/実施場所 申込団体[所在地]

第30回　スポーツフェスタ２０１１大阪
[3000人]

平成23年10月29日～10月30日
長居陸上競技場ほか6会場

大阪知的障がい者スポーツ協会
[大阪市東成区]

からだのひみつ大冒険
‐めっちゃオモロクてちょっとキモチワルイ！？‐

[161000人]

平成23年７月16日～８月31日
ATCホール

からだのひみつ大冒険実行委員会
[大阪市住之江区]

咲洲ベイウォーキング
[1000人]

平成23年10月23日
咲洲地区（スタート：森ノ宮医療大学）

大阪市港湾局
[大阪市住之江区]

ACCJ関西・チャリティウォーク
＆ファン・フェスティバル

[2000人]

平成23年10月15日
大阪城公園　青屋門広場

在日米国商工会議所関西支部
[大阪市北区]

大阪市音楽団
秋のランチタイム・コンサート２０１１

[3000人]

平成23年10月７日～10月28日（4日間）
OCATポンテ広場

大阪市教育委員会事務局
生涯学習部　音楽団
[大阪市中央区]

第7回木に触れよう「平林まつり」
[5000人]

平成23年10月23日
住之江区平林

一般社団法人　平林会
[大阪市住之江区]

２０１１　かなんフェス
[2000人]

平成23年10月2日
河南町総合保健福祉センター

かなんフェス実行委員会
[南河内郡河南町]

大阪ロボットフェスタ２０１１
[2000人]

平成23年10月29日
ATCホール

財団法人　大阪労働協会
[大阪市中央区]

【大阪マラソン事前盛上げイベント】



 

「第１回大阪マラソン」ＰＲにかかる取組み 

 

 

１．残日計（カウントダウンボード）の設置 

 本体仕様：縦 50cmm×横 70cm×奥行 15cm 

 設置場所 

① 【阪急】梅田駅（２階改札付近） 

② 【阪神】梅田駅（東改札口付近） 

③ 【近鉄】上本町（地下改札口付近） 

④ 【南海】関西空港駅（改札口付近） 

⑤ 【京阪】京橋駅（構内中２階） 

⑥ 【ＪＲ】新大阪駅（構内２階） 

  ※大会開催 100 日前頃(7／20～21 日)に各駅に設置 

 

 

２．大型グラフィックボードの設置 

本体仕様：縦 3.5m×横 26.4m 

掲示場所：南海・難波ガレリア（８／６より掲示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月２１日（木）読売新聞  ８月７日（日）読売新聞 
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３．大阪市交通局との連携 

１．残日計（カウントダウンボード）の設置 ※大会開催 60 日前(8／31 日)に設置 

設置場所 16 駅 17 か所 

【主要駅 5 駅 6 か所】  

新大阪、梅田（北・南改札）、淀屋橋、なんば、天王寺の各駅構内 

【マラソンコース沿道駅 11 駅 11 か所】 

 森ノ宮、鶴橋、谷町九丁目、日本橋、北浜、天満橋、ドーム前千代崎、 

北加賀屋、住之江公園、コスモスクエア、トレードセンター前の各駅構内 

 

２．大阪マラソン２day passの発売 

 市営交通全線が期間中のお好きな 2 日乗り降り自由になる乗車券。 

 ・発売期間：平成 23 年 10 月 22 日（土）～10 月 30 日（日） 

 ・有効期間：平成 23 年 10 月 22 日（土）～10 月 31 日（日）の 2 日間 

       ※２日間は連続しなくても可 

 ・価格：  1,000 円（大人券のみ） 

 ・発売場所：地下鉄全駅長室、地下鉄駅構内定期券販売所、市営交通案内コー

ナー（新大阪、梅田、天王寺）、市営交通アクセスガイド、グッズセンターな

んば、「大阪マラソン EXPO2011」会場 

 

３．大阪マラソン号の運行 

 地下鉄御堂筋線で大阪マラソンをイメージさせるラッピング列車が運行。 

 ・運行期間：平成 23 年 10 月 9 日（日）～10 月 22 日（土） 

 ・運行路線：地下鉄御堂筋線 1 列車（10 両編成） 

  ※社内広告も大阪マラソンに統一 

 

４．その他 

 ◎地下鉄・バス車内及び駅構内にポスター掲出。 

◎バス車両正面にフロントマスク（横断幕）掲出。 

 ◎スタート最寄駅（森ノ宮）とフィニッシュ最寄駅（コスモスクエア）に駅広

告集中展開。（通称：駅ジャック広告） 

 ◎地下鉄・バスの車内及び駅・停留所の電光表示板に歓迎メッセージ掲出。 

 ◎地下鉄・バス車内及び駅構内での PR 放送実施。 

 ◎「大阪マラソン見どころマップ」の作成・配付。 

 など 



シカゴマラソンとの提携について 

 

 

■ 主な提携内容（案） 

○ 提携マラソンとしての位置付け 

○ 大阪在住のランナー、男女各１名を 2012 年以降のシカゴマラソンへ派遣 

○ イリノイ州のランナー、男女各１名を第２回大会(2012 年)以降の大阪マラソン
へ招待 

○ 大会役員（事務局）の相互派遣 

○ ＥＸＰＯの相互出展 

○ 大会プログラムへの広告を相互掲載        等 

 

■ 今後のスケジュール 

シカゴ現地 

１０月  ８日(土) １３：００～ 調印式への出席（横川会長）～ 記者発表 

        ９日(日) 「シカゴマラソン 2011」大会視察 

大阪 

１０月２９日(土) 「第１回大阪マラソン」ウェルカムパーティへの招待 

     ３０日(日) 「第１回大阪マラソン」視察受入れ 

 

 

（参考：「シカゴマラソン 2011」大会概要） 

日   時：２０１１年１０月９日(日) ７：３０スタート  

＊毎年１０月第２日曜日開催 

場   所：イリノイ州シカゴ市 グランドパーク発着 42.195ｋｍ 

 （併設レースなし） 

参加人数：車いす含む約４５，０００人 

制限時間：６時間３０分 

特    徴：１９７７年から開催されており、ロンドン、ボストン、ベルリン、ニ

ューヨークと並ぶ５メジャーレースの一つ。コースが平たんで記録が

出やすいコースと言われており、過去には男女ともに２回づつの世界

記録が誕生。日本人も８６年には瀬古俊彦が優勝。２００２年には高

岡寿成が２時間６分１６秒の日本記録を樹立し、現在も更新されてい

ない。大会には世界１２０ヶ国からの参加があり、ダウンタウンを縫

うように走るコース沿道には、ロックバンドや生演奏が流れ、ランナ

ーをサポートしている。 
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大会までの主な予定 
 

 

９月 24 日（土） 

大阪マラソン開催記念シンポジウム in 関西大学 

   日 時：平成 23 年９月 24 日（土） 13:30～ 

   会 場：関西大学千里山キャンパス BIG ホール 100 

   定 員：500 人（参加無料） 

   テーマ：「今、なぜ、スポーツボランティアなのか」 

 

９月 28 日（水） 

「第１回大阪マラソン」大会取材に関する説明会 

   日 時：平成 23 年９月 28 日（水） 10:00～ 

   会 場：大阪府咲洲庁舎 44 階 大会議室 

   参加者：大阪マラソン組織委員会事務局，報道関係者 

 

10 月 28 日（金） 

大阪マラソン EXPO2011 オープニングセレモニー 

   日時等：平成 23 年 10 月 28 日（金）  

・オープニングセレモニー 

（9:45～10:00，インテックス大阪インテックスプラザ ステージ） 

・内覧会 

（10:00～11:00，インテックス大阪２号館・３号館） 

   参加者：大会関係者，大会招待者，報道関係者など 

 

「第１回大阪マラソン」主催者記者会見 

   日 時：平成 23 年 10 月 28 日（金） 14：00～14：30 

場 所：インテックス大阪 5 号館 2 階 国際会議ホール 

   参加者：大阪マラソン組織委員会事務局，報道関係者 
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10 月 29 日（土） 

「第１回大阪マラソン」出場選手記者会見 

   日 時：平成 23 年 10 月 29 日（土） 15:00～15:30 

   場 所：インテックス大阪 5 号館 2 階 国際会議ホール 

   参加者：大阪マラソン組織委員会事務局，報道関係者 

 

「第１回大阪マラソン」ウェルカムパーティ 

   日 時：平成 23 年 10 月 29 日（土） 18:30～20:00 

   場 所：ホテル ニューオータニ大阪 鳳凰Ⅰ 

   参加者：大会関係者，大会招待者，招待選手・ｹﾞｽﾄﾗﾝﾅｰ･ﾁｬﾘﾃｨﾗﾝﾅｰ/ｻﾎﾟｰﾀｰ，報道関係者 

    




