
	 	 

大阪マラソン組織委員会（第７回）	 

	 

	 

日	 時	 平成２４年１１月５日（月）	 １5時	 ～	 

	 	 

場	 所	 ホテルプリムローズ大阪	 ２階鳳凰	 

	 	 	 	 	 	 	 	 （大阪市中央区大手前３丁目１番４３号）	 

	 

出席者	 （別紙のとおり）	 

	 

次	 第	 ○	 はじめに	 

	 	 ○	 議	 事	 

１	 大阪マラソン組織委員会設置要綱の一部改正について	 

２	 第２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	 

	 	 ・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	 

３	 大阪マラソン関連イベントについて	 

４	 「第３回大阪マラソン」の日程について	 

５	 その他	 

	 	 ○	 おわりに	 

 

 

 

 

 

 



 

 

	 【配布資料一覧】	 
	 	 	 

■ 大阪マラソン組織委員会設置要綱	 《資料	 １》	 

■	 第 2回大阪マラソン	 大会要項	 《資料	 ２》	 

■ 参加ランナーの内訳等について	 《資料	 ３》	 

■ ランナーへの記念品について	 《資料	 ４》	 

■ 第２回大阪マラソン	 参加決定選手等一覧	 《資料	 ５》	 

■ 救護体制について	 
■ 主なランナーサービス等について	 

《資料	 ６》	 

《資料	 ７》	 

■ 交通規制の周知について	 《資料	 ８》	 

■	 ボランティアについて	 《資料	 ９》	 

■ 大阪マラソン関連イベントについて	 《資料 10》	 

■ 「第２回大阪マラソン」経済波及効果（予測）	 《資料 11》	 

■ 「第 3回大阪マラソン」の日程について	 《資料 12》	 

■ Osaka	 Marathon	 Fan	 Club	 Press	 	 

■ シカゴマラソンとの連携（読売新聞連載記事）	 	 

	 

 



 

出席委員名簿 大阪マラソン組織委員会（第 7 回）  

役 職 氏  名 所 属 

顧問 松井  一郎 大阪府知事 

顧問 辻   淳子 大阪市会議長 

会長 松本  正義 一般財団法人大阪陸上競技協会会長 

副会長 田中  清剛 大阪市副市長 

副会長 薬師寺 茂夫 一般財団法人大阪陸上競技協会副会長・専務理事 

委員 綛山  哲男 大阪府副知事 

委員 太田   宏 読売新聞大阪本社代表取締役社長 

委員 北尾   一 大阪市地域振興会会長 

委員 角   正基 大阪府商店街連合会会長・大阪市商店会総連盟理事長 

委員（代理） 吉田   豊 大阪商工会議所 地域振興部部長 

委員（代理） 水本  敏一 公益財団法人大阪観光コンベンション協会理事長 

委員 町田  勝彦 公益財団法人大阪体育協会会長 

委員 斉喜  博美 大阪府スポーツ推進委員協議会会長 

委員 新堂  友衛 大阪市体育協会会長 

委員 首藤  俊二 大阪市体育厚生協会会長 

委員 藤元  克己 大阪市スポーツ推進委員協議会会長 

委員 中村  一夫 財団法人大阪市スポーツ・みどり振興協会理事長 

委員 橋爪  静夫 大阪府障がい者スポーツ振興協会会長 

委員 落合  健二 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会理事長 

委員（代理） 宮川  松剛 社団法人大阪府医師会理事 

委員（代理） 瀨本  浩史 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所長 

委員（代理） 清水  俊博 国土交通省近畿運輸局観光地域振興課課長補佐 

 



 

 

役 職 氏  名 所 属 

委員 福田  昌弘 大阪府府民文化部長 

委員 大下  達哉 大阪府府民文化部都市魅力創造局長 

委員 真野  正道 大阪府教育委員会事務局教育振興室保健体育課長 

委員 楞川  義郎 大阪市ゆとりとみどり振興局長 

委員  岩橋    潔 大阪市ゆとりとみどり振興局スポーツ部長 

委員 足立    尚 一般財団法人大阪陸上競技協会副専務理事 

委員 北田  耕之 一般財団法人大阪陸上競技協会副専務理事 

委員 竹内   章 一般財団法人大阪陸上競技協会副専務理事 

監事 西田  賢治 大阪商工会議所常務理事・事務局長 

監事 樋元  四郎 一般財団法人大阪陸上競技協会理事・事務局長 

 

欠席者 

顧問：橋下大阪市長、大阪府議会 浅田議長 

委員：大阪府商店街振興組合連合会 辰野理事長、公益社団法人関西経済連合会 森会長、 

    一般社団法人関西経済同友会 大林代表幹事、大阪府体育連合 向井会長、 

阪神高速道路株式会社 山澤代表取締役社長 

 

※ご欠席の委員の方々からは、会長あての委任状をいただいております。 



 

大 阪 マ ラ ソ ン 組 織 委 員 会 設 置 要 綱  （ 案 ）  

 

（設置） 

第１条 大阪マラソン開催に必要な事業・運営計画の検討・実施など、その具体的な開催業

務を推進していくため、大阪マラソン組織委員会（以下、「委員会」と言う。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

（１） 大阪マラソン開催にかかる事業・運営計画の検討・実施及び同マラソンの開催に伴

い実施する関連事業の企画・実施 

（２） その他、前項の目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

２ 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選によりこれらを選出する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は平成２５年３月３１日までとする。 

２ 委員会の委員は会長が委嘱する。 

 

（会長及び副会長の職務） 

第５条 会長は、委員会を代表し、委員会を総理する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する副会長

がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会議は委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。 

   なお、可否同数のときは、議長が決する。 

３ 会議に出席できない委員は、書面または代理人をもって表決に加わることができる。 

４ 前項の場合には、第２項の規定の適用については、出席したものとみなす。 

 

（関係者の出席） 

第７条 委員会が必要であると認めた場合は委員以外の関係者の出席を求め、その意見

等を聴取することができる。 

 

（専門部会等の設置） 

第８条 委員会の事務を補助させるため、委員会に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、会長の命を受け、必要な事項を調査検討し、会長に報告する。 

 

 

 

資料１ 



 

（監事） 

第９条 事業の適正な執行を確保するため、監事２名を置く。 

２ 監事は、事業の執行状況及び会計の監査を行い、その結果を委員会に報告する。 

 

（事務局） 

第１０条 事業の遂行に必要な事務処理を行うため、大阪市住之江区南港北１－１４－１６

大阪府咲洲庁舎３５階に事務局を置く。 

２ 事務局には事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長は、会長の命を受け、委員会の業務を総括的に処理する。 

４ 事務局長は、会長が任命する。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２２年９月１０日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年１月２４日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年２月１４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年５月３０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年６月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年２月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年８月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年９月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年１１月５日から施行する。（※予定） 

 



 

 

別表（第３条関係）  

役 職 氏  名 所 属 

顧問 松井  一郎 大阪府知事 

顧問 橋下   徹 大阪市長 

顧問 浅田   均 大阪府議会議長 

顧問 辻   淳子 大阪市会議長 

会長 松本  正義 一般財団法人大阪陸上競技協会会長 

副会長 田中  清剛 大阪市副市長 

副会長 薬師寺 茂夫 一般財団法人大阪陸上競技協会副会長・専務理事 

委員 綛山  哲男 大阪府副知事 

委員 太田   宏 読売新聞大阪本社代表取締役社長 

委員 北尾   一 大阪市地域振興会会長 

委員 角   正基 大阪府商店街連合会会長・大阪市商店会総連盟理事長 

委員 辰野  邦次 大阪府商店街振興組合連合会理事長 

委員 森   詳介 公益社団法人関西経済連合会会長 

委員 佐藤  茂雄 大阪商工会議所会頭 

委員 大林  剛郎 一般社団法人関西経済同友会代表幹事 

委員 津田  和明 公益財団法人大阪観光コンベンション協会会長 

委員 町田  勝彦 公益財団法人大阪体育協会会長 

委員 向井  通彦 大阪府体育連合会長 

委員 斉喜  博美 大阪府スポーツ推進委員協議会会長 

委員 新堂  友衛 大阪市体育協会会長 

委員 首藤  俊二 大阪市体育厚生協会会長 

委員 藤元  克己 大阪市スポーツ推進委員協議会会長 

 



 

 

役 職 氏  名 所 属 

委員 中村  一夫 財団法人大阪市スポーツ・みどり振興協会理事長 

委員 橋爪  静夫 大阪府障がい者スポーツ振興協会会長 

委員 落合  健二 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会理事長 

委員 伯井  俊明 社団法人大阪府医師会会長 

委員 谷本  光司 国土交通省近畿地方整備局長 

委員 大黒 伊勢夫 国土交通省近畿運輸局長 

委員 山澤  俱和 阪神高速道路株式会社代表取締役社長 

委員 福田  昌弘 大阪府府民文化部長 

委員 大下  達哉 大阪府府民文化部都市魅力創造局長 

委員 真野  正道 大阪府教育委員会事務局教育振興室保健体育課長 

委員 楞川  義郎 大阪市ゆとりとみどり振興局長 

 委員  岩橋   潔 大阪市ゆとりとみどり振興局スポーツ部長 

委員 足立   尚 一般財団法人大阪陸上競技協会副専務理事 

委員 北田  耕之 一般財団法人大阪陸上競技協会副専務理事 

委員 竹内   章 一般財団法人大阪陸上競技協会副専務理事 

監事 西田  賢治 大阪商工会議所常務理事・事務局長 

 監事 樋元  四郎 一般財団法人大阪陸上競技協会理事・事務局長 

 



■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　1994年（平成6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50人	

　　　　　　　　　　　　　　　※障がいのない方の参加は不可	

	   （2）チャレンジラン　1997年（平成9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 10,000円 国外 12,000円	

	   チャレンジラン：国内 5,000円 国外 6,000円	

　　　　　　　　　　　　　※チャリティ募金については、参加料とは別に1口500円を2口以上	

■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　2012年（平成24年）4月5日（木）から5月7日（月）まで。	

                                ②専用振替用紙　2012年（平成24年）4月5日（木）から4月18日（水）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（ペア） 　　  マラソン：１ペア（2名）　28,000円	

　　　　　　　　　　　　　 ※チャリティ募金については、参加料とは別に参加者1名につき1口500円を2口以上	

■参加申込(ペア)　　(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　　2012年（平成24年）4月5日（木）から5月7日（月）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。	

■参加料（ｸﾞﾙｰﾌﾟ）   マラソン：１グループ（7名まで）98,000円	

　　　　　　　　　　　　　 ※チャリティ募金については、参加料とは別に参加者1名につき1口500円を2口以上	

■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　　2012年（平成24年）4月5日（木）から5月7日（月）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 	   2012年（平成24年）11月23日（金・祝）・24日（土）	

                            大阪マラソンＥＸＰＯ2012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、3月上旬より配布する。	

第２回大阪マラソン 大会要項  	 資料２	

■大会名称 	　第２回大阪マラソン ～OSAKA MARATHON 2012～	

（英文名称） 	　Osaka Marathon 2012 
■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　　　　  日本身体障害者陸上競技連盟	

■後　　援 	 公益財団法人日本陸上競技連盟	

　　　　　　　　　　　　 日本身体障害者陸上競技連盟、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、公益社団法人関西経済連合会、	

　　　　　　　　　　　　 大阪商工会議所、社団法人関西経済同友会、公益財団法人大阪観光コンベンション協会、	

　　　　　　　　　　　　 公益財団法人大阪体育協会、大阪府体育連合、大阪府スポーツ推進委員協議会、	

　　　　　　　　　　　　 大阪市体育協会、大阪市体育厚生協会、大阪市スポーツ推進委員協議会、	

　　　　　　　　　　　　 財団法人大阪市スポーツ・みどり振興協会、大阪府障がい者スポーツ振興協会、	

　　　　　　　　　　　　 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会、社団法人大阪府医師会、　	

　　　　　　　　　　　　 社団法人大阪府病院協会、社団法人大阪府看護協会、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、社会福祉法人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、報知新聞社、毎日放送、読売テレビ　＜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、	  

　　　　　　　　　　　　 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、関西大学、日本興亜損害保険株式会社、	  

　　　　　　　　　　　　 株式会社ワン・ダイニング	

■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 	　 2012年（平成24年）11月25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 	　 2012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。	



■参加ランナーの内訳等について	 

	 

	 	 エントリー総数	 	 １５５，４８２人（H24.4.5～5.7）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ［6/20	 一次当選者発表］	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ［8/22	 追加当選者発表］	 

	 	 参加料入金者数	 	 	 ３2，814 人	 

※大会当日のランナーは３０，０００人（見込み）	 

	 

	 	 入金者の状況	 

	 	 	 （１）都道府県別	 

	 	 	 	 	 	 ①大阪府	 （１３，７８２人：４２.９％）	 

	 	 	 	 	 	 ②兵庫県	 （	 ３，８４０人：１１.９％）	 

	 	 	 	 	 	 ③東京都	 （	 ２，４４６人：	 ７.６％）	 

	 	 	 	 	 	 ④京都府	 （	 	 １，４６２人：	 4.５％）	 

	 	 	 	 	 	 ⑤奈良県	 （	 １，１３０人：	 ３.5％）	 

	 	 	 （２）男女別	 

	 	 	 	 	 	 男性：２３，９３２人（72.9%）	 

	 	 	 	 	 	 女性：	 	 ８，８８２人（27.1％）	 

（３）年齢構成	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２０歳未満（	 	 	 ２０7人：	 ０.６％）	 

２０歳以上３０歳未満（	 ５，３６３人：１６.７％）	 

３０歳以上４０歳未満（	 ９，６５５人：３０.1％）	 

４０歳以上５０歳未満（１０，１０２人：３１.４％）	 

５０歳以上６０歳未満（	 ４，９３４人：１５.4％）	 

６０歳以上	 	 	 	 	 	 	 	 	 （	 １，８４２人：	 ５.７％）	 

不備・不明	 	 	 	 	 （	 	 	 	 １４人：	 ０.1%）	 

	 	 	 	 	 	 	 ※最高齢は８５歳［男性，マラソン］	 

	 	 	 （４）海外からの参加者	 

	 	 	 	 	 	 ６９７人	 

《①中国（223 人※香港・マカオ含む）②台湾（106 人）③アメリカ（62 人）》	 

	 ※世界 3５の国・地域からのエントリー	 

	 	 	 	 

	 

■テレビ中継について	 
	 
○ 読売テレビ（ＹＴＶ）	 	 	 	 １１月２５日（日）	 	 ９：５５～１１：２５	 
○ 毎日放送（ＭＢＳ）	 	 	 	 	 	 	 １１月２５日（日）	 １３：００～１５：２４	 
○ K-CAT	 eo 光チャンネル	 	 	 １１月２５日（日）	 	 ８：４０～１６：１０	 
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ランナーへの記念品について	 
 

①記念 T シャツ             ②オフィシャル・ループ 
（全ランナーに配付）                     （全ランナーに配付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③完走メダル               ④フィニッシャータオル 
（完走したランナーに配付）                 （完走したランナーに配付） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤オフィシャル・ペアループ       ⑥オリジナルキャップ 
 （ペアエントリーのランナーに配付）            （グループエントリーのランナーに配付） 
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※各チーム名の刺繍が入ります	 	 	 	  

 



「第２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 

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

ドナルド・サンブ ケニア 2:16:23（2011 エルドレッドマラソン） 

オレク・クルコフ ロシア 2:10:13（2009 チューリッヒマラソン） 

セルオド・バトオチル モンゴル 2:11:05（2012 別府大分マラソン） 

佐藤 敦之 中国電力 2:07:13（2007 福岡国際マラソン） 

中村 泰之 ｽｽﾞｷ浜松ｱｽﾘｰﾄ倶楽部 2:17:16（2012 東京マラソン） 

佐藤 浩二 NTT 西日本 2:20:36（2012 長野マラソン） 

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） 

ジュリア・モンビ ケニア 2:26:00（2008 大阪国際女子マラソン） 

原 裕美子 ユニバーサルエンターテイメント 2:23:48（2005 ヘルシンキ世界陸上） 

萩原 梨咲 セカンドウインド AC 2:28:14（2003 名古屋国際女子マラソン） 

猪野 祐貴 ノーリツ 2:42:35（2011 泉州国際市民マラソン） 

廣道  純（車いす） プーマ・ジャパン 1:23:23（2008 北京五輪パラリンピック） 

樋口 政幸（車いす） バリストライド 1:22:02（2011 オンシンゲンマラソン） 

※副島 正純（車い

す） 
シーズアスリート 1:22:17（2007 ソウル国際車いすマラソン） 

※花岡 伸和（車い

す） 
プーマ・ジャパン 1:23:33（2010 大分国際車いすマラソン） 

※洞ノ上浩太（車い

す） 
ｴｲﾍﾞｯｸｽ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社 1:22:01（2011 オンシンゲンマラソン） 

※ 土 田 和 歌 子 （ 車 い

す） 
サノフィ 1:38:32（2001 大分国際車いすマラソン） 

正中かおり（車いす） 兵庫県身体障害者陸上競技連盟 2:17:20（2011 大阪マラソン） 

※は 2012 ロンドンパラリンピック（マラソン）入賞者 
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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。 

尾方  剛 2008 北京五輪代表。広島経済大学陸上競技部監督。 

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。ラフィネ所属。 

山村 貴彦 2000 シドニー五輪 400 リレー出場。城西大学付属城西中学高等学校所属。 

谷川 真理 1991 東京国際女子マラソン優勝。アチーブ RC 東京所属。 

土佐 礼子 2004 アテネ五輪、2008 北京五輪代表。三井住友海上所属。 

深尾 真美 1985 ユニバーシアード神戸大会優勝。大体大 AC 所属。大阪出身 

和田 光代 1983 パリマラソン優勝。大阪出身 

	 

３．チャリティランナー	 

 

 

氏 名 プロフィール等 種目 

福本 愛菜 NMB48 マラソン 

小渕健太郎 ミュージシャン。コブクロ マラソン 

古田 敦也 スポーツキャスター マラソン 

和田 伸也 2012 ロンドンパラリンピック陸上男子 5000m（視覚障害）銅メダリスト ﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝ 

赤星 憲広 野球評論家  ※チャリティサポーター(7/5 発表)から変更 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝ 

   ※発表順 

４．チャリティサポーター	 

 

 

 

氏 名 プロフィール等 

有森 裕子 
公益財団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 

増田 明美 スポーツジャーナリスト。1984 ロサンゼルスオリンピック日本代表。 

NMB48（７名） 山田菜々・山本彩・渡辺美優紀・矢倉楓子・薮下柊・小笠原茉由・吉田朱里 

山中 伸弥 京都大学 iPS 細胞研究所 所長 ※チャリティランナー(7/5 発表)から変更 

※発表順 

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、フィニッシュ地点等

での演出や大会関連イベントに参加。	 

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。	 



①安全なマラソン大会環境を準備する。 
②競技中の事故を未然に防ぎ被害拡大を防ぐ。 
③ランナー・ボランティアに対して応急処置を提供する。 
!大阪マラソンでは救命処置を重視した体制で運用され、競技中の傷害については応急処置のみ行う。 
!重症選手への確実な応急処置の提供のため、消炎鎮痛剤スプレーを救護所に準備していない。 

大阪マラソンでは、800名以上の救護スタッフがランナーの救護にあたる。 
スタートからフィニッシュまで19の救護所にて、一次救命処置にあたる固定AED隊、 
救急サポート隊がコース上に待機。 
さらにランナーとともにコースを走るメディカルランナーや自転車でコースを巡回する 
移動AED隊が万一の事態に備える。 
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名　　称 場　　所 

スタートエリア救護所 太陽の広場 

スタート救護所 府庁第二共用会議室 

５km救護所 タイムズ日本一第5 

10km救護所 納税協会ビル前 

13km救護所 東洋陶磁美術館前 

20km救護所 西中学校 

22km救護所 OCATビル前 

24km救護所 敷津小学校 

26km救護所 南開公園 

29km救護所 西皿池公園 

30km救護所 住吉第一中学校 

32km救護所 住之江特別支援学校 

34km救護所 ローソン平林南一丁目店 

36km救護所 (株)コシハラ本社工場 

38km救護所 南港東6交差点前歩道 

40km救護所 南港東8交差点北歩道 

チャレンジランフィニッシュ救護所 大阪市役所前 

フィニッシュゲート横救護所 インテックス大阪北側車道 

フィニッシュエリア救護所 インテックス大阪5号館内 

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、 
お互いに命を支え合う安心・安全な大会をめざす。 
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、 
「大阪マラソンはーとサポーター」として、はーとサポーター章を 
　着けて出走・活動していただく。 

ランナー、ボランティアの方を対象に、 2012年9月9日、15日、30日、10月14日の4日間 
約500名が胸骨圧迫の方法とAED操作を学ぶ大阪マラソンPUSH講習会を受講した。 



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	 ６０，０００本	 

スポーツドリンク	 １．５ℓペットボトル	 ２６，０００本	 

スポーツドリンク	 ５００ml ペットボトル	 ３１，０００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	 

クリームクッキー	 １６０，０００個	 

塩飴	 １５，０００個	 

フルーツ大豆バー	 ２０，０００本	 

ゼリー飲料	 ５，０００個	 
	 
※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、キュウリ、コロッケなどを提供予定）	 

	 

■仮設トイレ：５１９基（別途、スタート会場に既設トイレ３４６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：３７台	 

	 ※コース上の収容関門に３４台、最終収容バスとして３台を配置	 
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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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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	 47万枚	 1．2万枚	 

	 
	 
	 

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	 

	 
大阪市各区地域振興会における説明	 

	 
	 	 	 	 	 	 	 24 区	 

	 
	 
大阪市各区連合振興町会における班回覧	 

	 
5．2万班	 

	 	 	 
	 	 	 	 	 
	 	 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 55	 団体	 

・府内市町村	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 42	 市町村	 	 

・大阪府警察本部・府内警察署及び近隣府県警察本部等	 	 	 	 87	 か所	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

・大阪市内商店街	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 340	 	 か所	 

・コンビニ・大規模商業施設	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,726	 	 店舗	 

・スポーツ、文化施設など公共施設	 	 	 	 	 96	 	 か所	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 等	 
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3	 主な広報活動	 
	 
交通規制情報をより広範囲に効果的にお知らせするため、多様な手法を活用し
て周知を行っています。	 
	 

時期	 主な対策	 

9月中旬	 

～	 

１０月	 

	 

行政広報紙でのお知らせ	 

（府政だより(10/１)）	 

共催新聞社（読売新聞）での広告(9月中旬)	 

大阪市交通局の交通広告（10月下旬～）	 

ラジオのスポット CM(10 月下旬～)	 

一般道・高速道路での横断幕設置（10月下旬～）	 

立て看板の設置	 （10月下旬～）	 	 

等	 

	 

11 月（予定）	 

	 

行政広報紙でのお知らせ	 

（府政だより（11/1）、府内市町村広報紙、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（中旬～）	 

ＪＲ及び私鉄でのポスターの駅貼り並びに車内吊り	 

大阪市営地下鉄でのポスター掲示	 

大阪市各区広報板等へのポスター掲示	 

コース巡回広報車によるコース沿道企業等への広報活動（下旬）	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

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 7,756人（135団体）、個人ボランティア 2,016人が「大阪マラソンＥＸＰＯ2012」 

及び「第２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。 

                                               

 ■EXPO2012 ＜11月 23日（金・祝）・24日（土）＞ 

活動場所 
延人数

（人） 
活動内容 

インテックス大阪  ７５４  ランナー受付・総合案内等 

 

■第 2回大阪マラソン ＜11月 25日（日）＞ 

活動場所 
延人数

（人） 
活動内容 

スタートブロック ７２３ 出発係、手荷物預り、給水等 

チャレンジラン 

フィニッシュブロック 
１８６ 完走メダル配付、更衣室管理、手荷物返却、 

会場誘導、総合案内、給水・給食等 
フィニッシュブロック １，００６ 

森之宮・玉造ブロック ３７３ 

コース（沿道）整理、ランナーサポート、 

距離表示、分岐表示、給水・給食等 

千日前東ブロック ８２６ 

中之島・土佐堀ブロック ９０３ 

御堂筋ブロック ８３７ 

千日前西ブロック ８７０ 

浪速ブロック ９１２ 

西成ブロック ５８６ 

住之江公園ブロック ７４１ 

平林ブロック ４７０ 

咲洲ブロック ５８５ 

小計 ９，０１８ ― 

 

合計 ９，７７２ ― 

（平成 24年 10月 1日現在） 

 

３ 説明会実施概要 

ボランティアが、大会概要や活動内容を十分理解したうえで円滑な運営ができるよう、対象別・活

動別にガイダンス並びに説明会を開催します。 

活動説明会では、マニュアル等をもとに具体的な活動内容の説明及び実演等を行います。 

 

■団体ボランティア 

活動場所 内容・開催日・場所 人数 

リーダー 

説明会 

各団体のリーダーへの活動内容の説明会 

開催日：１０月２０日（土）・２１日（日）／１１月３日（土）・４日（日） 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

565人 

資料９ 



 

■個人ボランティア 

活動場所 内容・開催日・場所 人数 

個人ボランティア 

リーダーガイダンス 

個人ボランティアリーダー養成研修 

開催日：第１回 ５月２６日（土）／第２回 ７月２９日（土） 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

40人 

ボランティア 

ガイダンス 

大会概要等の説明会（大阪マラソンのボランティアに初めて参加する

方対象・任意参加） 

開催日：９月２９日（土） ※３０日（日）は、暴風警報発令のため中止 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

188人 

ボランティア 

説明会 

活動内容の説明会 

開催日：１１月２３日（金・祝）・２４日（土） 

会 場：インテックス大阪 

2,016人 

 ※人数は、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 

 

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。 

カラー識別 

ウエア 活動内容 キャップ 役割 

パープル 
ランナー受付、コース（沿道）整理、給水・給食、

医事救護等 下記を除く全ての活動 

パープル リーダー 

ホワイト メンバー 

オレンジ 給水（アミノバリュー） 
オレンジ リーダー 

ホワイト メンバー 

 

 

         リーダー       メンバー              リーダー       メンバー 

              

                    

           コース（沿道）整理                     給水（アミノバリュー） 

          給水・給食 等 

 



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『ランナー盛上げ隊！』 

	 ・概	 	 要：大会当日、マラソンコース沿道に設けられた 20 か所のスペースにお

いて、音楽演奏やダンスなど様々なパフォーマンスで 3万人のランナー

やマラソン大会を盛り上げる。	 

	 ・実施日時：２０１２（平成２４）年１１月２５日（日）９：００～１６：００頃	 

	 ・場	 	 所：マラソンコース沿道２０か所	 ※屋外会場	 

	 ・内	 	 容：大阪マラソンの「虹」にちなみ、７つのジャンルで出演団体等を募集	 

	 	 	 	 	 	 	 ①吹奏楽②音楽ライブ（バンドチームなど）③和太鼓④コーラス	 

	 	 	 	 	 	 	 ⑤チアリーディング⑥ダンス⑦よさこい踊り	 

	 ・申込み：２０１２（平成２４）年６月２１日（木）～７月３１日（火）実施	 

・出演団体：１００組	 

	 	 	 	 	 	 関西大学応援団、大阪市音楽団、八尾本場河内音頭連盟、	 	 	 	 	 	 

泉州 YOSAKOI ゑぇじゃないか祭り、大阪市商店会総連盟（よさこい踊り等）など	 

	 	 	 	 	 	 大阪マラソン沿道応援イベント会場について	 

	 	 	 	 	 	 	 ※実施団体及び実施場所は資料１０－１参照	 

◆大阪マラソンＥＸＰＯ２０１２ 

	 	 概	 	 要：第２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

などの観光案内、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：２０１２（平成２４）年１１月２３日（金）～２４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２３日（金）～２５日（日）	 

ただし、２５日（日）は１０：００～１７：００	 

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	 

３号館：参加ランナー受付エリア	 

入	 場	 料：無料	 

	 出 展 社：1号館５０社、2号館４４社、3号館６社	 

	 	 会場配置図	 資料１０－２参照	 

	 

	 

	 

	 

資料１０ 

 

 



◆	 商店街等との連携イベント 

 （１）大阪マラソン応援イベント 

	  概	 要：府内商店街と連携した大会の事前イベントを実施し、大阪マラソンの
ＰＲ及び開催機運を醸成するとともに、地域振興を目的とする。	 

	 	 内	 容：大阪マラソン盛上げ応援グッズや PR 物品の提供、イベント開催経費

の助成、大阪マラソン大会ロゴ使用許可などを行う。	 

	 	 実施数：５０事業（資料１０－３参照）	 

	 （２）大阪マラソン連携バルイベント「大阪”バル“マラソン 2012」 

	 	 概	 要：飲食店を食べ飲み歩きする「バルイベント」の仕組みを取り入れ、地

域と連携したバル事業を開催し、大阪マラソンを盛上げるとともに、

地域の振興につなげる。	 

	 	 	 内	 容：大阪マラソン当日を含む直前の 3日間（11 月 23 日【金・祝】～	 	 	 25

日【日】）、地元団体と連携しコース沿道にバル実施エリアを設定し、

バル事業を開催する。	 

	 	 	 対象エリア：コース沿道 6エリア	 ７４店舗（予定）資料１０－４参照	 

	 	 	 	 	 その他：8 月から 11 月に大阪府内の商店街や地域で行われるバルイベン
トを大阪マラソン公認イベントとして認定し、連携しながら盛上げを図る。	 

	 	 （３）大阪マラソン公式プレイベント「第３回大阪ごちそうマラソン」 

	 	 	 概	 要:「目に、おなかに、心にもごちそう」を基本コンセプトに実施される

ランニングイベント。港区、此花区、西区の観光名所を巡り、各商店

街では、ランナーのおなかに優しい補給食が提供される。	 

	 	 	 	 	 	 	 今回から、大阪マラソンの公式プレイベントとして大会ＰＲや開催機運の醸成を図る。	 	 

	 	 	 	 	 内	 容	 :開催日時	 平成 24 年１１月１８日（日）午前１１時スタート	 

距離２４km（予定）の非計時ランニング大会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 制限時間	 ４時間	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 参加定員/参加費	 １０００名/３５００円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 主	 催	 	 大阪ごちそうマラソン実行委員会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 共	 催	 	 八幡屋商店街振興組合	 大阪マラソン組織委員会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 後	 援	 	 大阪商工会議所、港区地域振興会、此花区地域振興会、西区地域振興会	 ほか	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 協	 賛	 	 大塚製薬株式会社	 株式会社ケイ・オプティコム	 株式会社フォトクリエイト	 ほか  

◆ 神戸マラソン２０１２との連携事業 

 大阪マラソン２０１２前夜祭 in ユニバーサル・スタジオ・ジャパン	 

	 大阪・神戸両マラソンに参加するランナー等を対象にｶｰﾎﾞﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾒﾆｭｰでもてなす。	 

日	 時:平成 24 年 11 月 23 日（金・祝）17 時～19 時	 

	 	 	 	 平成 24 年 11 月 24 日（土）12 時～14 時	 

募集人数:各日４００名（先着順）	 

場	 所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンステージ３３TM	 

主	 催:大阪マラソン組織委員会	 

後	 援:神戸マラソン実行委員会	 



Ｎｏ 実施場所 実施所在地 団体名 出演時間 ジャンル 交通規制時間

1
デイリーカナート
イズミヤ玉造店前

大阪市天王寺区玉造元町11-20 河堀太鼓
コボレタイコ

 鼓遊会
コユウカイ

8：55～9：55 和太鼓 8：40～10:15

2
シェラトン

都ホテル大阪前
大阪市天王寺区上本町6-1-55 SUZAKU No.5

スザク ナンバーファイブ
9：10～10：05 音楽ライブ 8：40～11:00

3 梅花高等学校・梅花中学校チアリーディング部レイダース チア

4
大阪ベイエリア祭「Worldあぽろん」
　　　　　　　　①大阪人間科学大学よさこいソーラン部「烈輝」

よさこい

5         〃　　   ②関西大学：有閑踊り子一座「飛舞人」 よさこい

6         〃　　  ③チームいぶき　　 よさこい

7         〃　　  ④桃山学院大学よさこいサークル「真輝」 よさこい

8         〃　　  ⑤大阪教育大学「凛憧」 よさこい

9         〃　　  ⑥大阪市立大学チーム「朱蘭」 よさこい

10         〃　　  ⑦三國鷙 よさこい

11         〃　　  ⑧大阪芸術大学：よさこい×結び よさこい

12         〃　　  ⑨つぶて　　 よさこい

13         〃　　  ⑩大阪大学お祭りダンスサークル“祭樂人” よさこい

14         〃　　  ⑪近畿大学よさこいサークル「洗心」 よさこい

15         〃　　  ⑫Worldあぽろんオフィシャル隊 よさこい

16 オオザカレンヂ keisuke 音楽ライブ

17 K&M
ケイアンドエム

音楽ライブ

18 大阪府立みどり清朋
セイホウ

高等学校 吹奏楽部 吹奏楽

19 BEATSTREX
ビートストレックス

ダンス

20 ザ・トナカイズ 音楽ライブ

21 ①関西大学応援団 リーダー部 その他

22 ②関西大学応援団 バトン・チアリーダー部 チア

23 ③関西大学応援団 吹奏楽部 吹奏楽

24 大阪市音楽団 吹奏楽

25 なにわ舞人
　　　　　 マインド

よさこい

26 めちゃんこ夢
ム

邪気
ジャキ

よさこい

27 大阪府立今宮
イマミヤ

高校ダンス部 よさこい

28 福
フクムスメ

夢寿女 よさこい

29 アゼリア大正
        　ビジョレン

Ｂｉ－ｊｏ連 よさこい

30 鳴子
ナルコ

座
ザ

よさこい

31 よさこいおおきに よさこい

32 よさこい連「わ」 よさこい

33 河内
カワチ

連
レン

よさこい

34 あっぱれ！道具屋筋
ドウグヤスジ

まいど連
レン

よさこい

35 風
 ブ   ブ

舞ーぶぶー よさこい

36 よさこい踊り「さい」 よさこい

37 大阪
オオサカ モリグチ アットホーム

守口熱渡宝夢 よさこい

38 八尾本場河内音頭連盟
ヤオ　ホンバ　カワチオンドレンメイ 音楽ライブ

＆ダンス

39 Papa Hula O Ho'onani I Ka Lani
パパ　フラ　オ　ホ　オナニ　イ　カ　ラニ

　大阪 ダンス

40 アルジュナ・スリカンディ ダンス

41 金光大阪高等学校 チアリーダー部　GOLD FLASH
コンコウオオサカ

チア

42 ①がじまるの会 ダンス

43 ②大正沖縄子どもエイサー団 ダンス

44 大阪府立大正高等学校 琉球三味線エイサー部 音楽ライブ

45 第3代大正区音楽振興大使　 rüüa
 ルア

音楽ライブ

大阪大林ビル前 大阪市中央区北浜東4-33

中道組本社ビル前 大阪市都島区片町1-3-6

9:40～11:40

OMMビル前 大阪市中央区大手前1-7-31

大阪市中央公会堂前 大阪市北区中之島1-1-27

大阪市役所前 大阪市北区中之島1-３－２０

伊藤忠ビル・
大阪センタービル前

大阪市中央区久太郎町4-1-3

京セラドーム大阪
ドーム前交差点付近

大阪市西区千代崎3丁目北2-8

8：40～12:20

8：40～12:20

8：40～12:20

8：40～12:20

8：40～12:45

8：40～12:45

9：15～13:30

9:25～11:25

9:30～11:15

9:30～11:20

9:35～11:30 

9:20～11:50

9:55～12:35

＜ 2012沿道イベント出演確定団体　出演場所別一覧 ＞　　	 資料１０－１	



Ｎｏ 実施場所 実施所在地 団体名 出演時間 ジャンル 交通規制時間

46 太鼓集団
　　　　　　　　 イカリ

「怒」・太鼓
　　　　　　　　　   イカリ ジュク

講習会「怒」 塾
 

和太鼓

47 クレセント吹奏楽団 吹奏楽

48 堺
　　  イチセンジャク

 市扇雀 ダンス

49 踊ろう会 よさこい

50 イヤオラナタヒチ タヒチアンダンス ダンス

51 ピアノ応援隊 音楽ライブ

52 大阪府立金剛
コンゴウ

高等学校 ダンス部 ダンス

53 三色dan子
サンショクダンゴ

ダンス

54 QU-E
　ク エ

音楽ライブ

55 成
セイナン

南中学校吹奏楽部（ 岸里連合振興町会
キシノサト

） 吹奏楽

56 泉州
センシュウ　ヨサコイ　エエジャナイカマツリ

YOSAKOIゑえじゃないか祭り（5組） よさこい

57 大阪府立芦
アシマ

間高等学校 ダンス部 ダンス

58 大阪市立加賀屋
 カガヤ

中学校 吹奏楽部 吹奏楽

59 和太鼓チーム 夢望
ムボウ

和太鼓

60 K・S・Gメイプル
ケイ・エス・ジー メイプル

ダンス

61 大阪府立視覚支援学校 コーラス

62 ④関西大学 漢舞
カンマエ

よさこい

63 ⑤関西大学 チアリーディングサークル 「CLAIRS」
　 クレアーズ

チア

64 ⑥関西大学 Belly Divas
ベリーディーバス

ダンス

65 岸和田市立桜台中学校 芸能部 よさこい

66 宣真
センシン

高等学校　ダンスバトン部 ダンス

67 和太鼓 鼓天鼓
 コテンコ

和太鼓

68 東桃谷
ヒガシモモタニ オカ ジグルマカイ

　岡 地
 

車會 和太鼓

69 大阪府立市岡
イチオカ

高等学校 NMC
エヌエムシー

音楽ライブ

70 住吉神社地車会
スミヨシジンジャ　ダンジリカイ

和太鼓

71 メビウス∞サクソフォンアンサンブル 音楽ライブ

72 大阪府立みどり清朋
セイホウ

高等学校 ダンス部 ダンス

73 CHIHAYA
　　チハヤ

よさこい

74 あっぱれダンスクラブ「ちゃら☆スパイス」 ダンス

75 Hamolers
ハモラーズ

コーラス

76 Acappella Group  A(c)
アカペラグループ　エーカッコシー

音楽ライブ

77 大野 勇太 音楽ライブ

78 大阪市商連
オオサカ シショウレン

　大阪市立鶴見商業高等学校 軽音楽部 音楽ライブ

79 NPO法人 和太鼓教育研究所 和太鼓

80 さやか 音楽ライブ

81 a piece of the earth 音楽ライブ

82 パンナコッタ・オーケストラ 音楽ライブ

83 柏原市少年少女鼓笛隊
カシワラシ ショウネンショウジョコテキタイ

吹奏楽

84 五條和太鼓倶楽部 和太鼓

85 BLUE☆STARS 音楽ライブ

86 姫島 地車保存会
ヒメジマ  ダンジリホゾンカイ

その他

87 相愛
ソウアイ

中学・高等学校 吹奏楽部 吹奏楽

88 泉州YOSAKOIゑえじゃないか祭り
センシュウ　ヨサコイ　エエジャナイカマツリ

(5組） よさこい

浪速東２－６
北側空地

大阪市浪速区浪速東２－６

大阪市社会福祉
研修・情報センター前

大阪市西成区出城2-5-20

岸里朝日プラザ
1号館前

大阪市西成区千本南１－３－１４

日産大阪　住之江店前 大阪市住之江区西加賀屋1-1-39

大阪市西南環境事業
センター前

大阪市住之江区泉1-1-111

ジャパン建材
大阪営業所前

大阪市住之江区平林南1-5-5

永井商運前 大阪市住之江区南港東5-1-4

大阪車輌工業前 大阪市住之江区南港東9-4-45

大阪市住之江区南港北1-8
インテックス大阪

臨時第１駐車場①

大阪市住之江区南港北1-8
インテックス大阪

臨時第１駐車場②

大阪市住之江区南港北1-6−39フィニッシュ地点前

9：25～14:15

9：25～14:15

9：35～14:30

9：35～14:50

9：45～15:30

9：45～15:30

9：55～16:00

9：55～16:00

9：55～16:30

9：55～16:30

9：55～16:30

10:20～13:30

10:20～13:35

10:30～14:00

10:35～14:20

10:40～14:35

11:10～16:00

10:45～14:55

10：55～15：20

11:00～15:45

11:05～15:50

11:05～15:50



START

チャレンジラン
FINISH

FINISH

５ｋｍ

２０ｋｍ

２５ｋｍ

３０ｋｍ

３５ｋｍ

４０ｋｍ

１０ｋｍ

中間点

１５ｋｍ

2012.9.27

20,フィニッシュ地点 前

19,インテックス大阪 臨時第1駐車場②

18,インテックス大阪 臨時第1駐車場①

17,大阪車輌工業 前

16,永井商運 前

15,ジャパン建材 大阪営業所 前

14,大阪市西南環境事業センター 前
13,日産大阪 住之江店 前

12,岸里朝日プラザ１号館 前

11,大阪市社会福祉研修・情報センター 前

10,浪速東２－６北側空地

9,京セラドーム大阪　ドーム前交差点 付近

8,伊藤忠ビル・大阪センタービル 前

7,大阪市役所 前

6,大阪市中央公会堂 前

5,ＯＭＭビル 前

4,中道組本社ビル 前

3,大阪大林ビル 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
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2-4

2-1
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2-3

2-17
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2-45

明治
日本
ｼｸﾞﾏｯｸｽ

日本ｱﾛﾏ環境協会

BODYMAKERｱﾙﾍﾟﾝ ｽﾎﾟ-ﾂﾃﾞﾎﾟ

愛眼ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
ｻﾌﾟﾗｲ

Vibram
FiveFingers

ﾋﾞｼﾞｮﾝ・
ﾎ-ﾙ

ﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
R&L SOCKSﾎﾞ-ｽﾞﾃﾞｭ-ｸ

味の素ｼ-ﾎﾞﾝ

江崎ｸﾞﾘｺ

山本光学ﾌｫｯｼﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ

井村屋興和ﾀﾋﾞｵらでぃっしゅ
ぼ ー や　

ピップ 塩熱サプリﾀｲ国政府
観光庁

ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ

ｹｲ・ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ

ﾁｬﾘﾃｨ

公式ｸﾞｯｽﾞ

ｵ-ﾙｽﾎﾟ-ﾂ
ｺﾐｭﾆﾃｨ

日本興亜
損害保険 日本通運

大阪市
信用金庫

近畿日本
ﾂーﾘｽﾄ

ｱｻﾋ
ﾋﾞ-ﾙ

読売新聞社

ﾜﾝ・
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

MBS

YTV

ｾｲｺ-
ﾎ-ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

ｼｶｺﾞﾏﾗｿﾝ
和泉市

東北三県

大阪よってコーナー

三菱ﾚｲﾖﾝ
・ｸﾘﾝｽｲ
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【所属凡例】　■大振連=大阪府商店街振興組合連合会　■府商連=大阪府商店街連合会　■市商連=大阪市商店会総連盟

番号 市/区 商店街団体名 開催日 イベント名称 所属

1 住之江区 加賀屋商業協同組合 8月4日（土） ザ・夜店 大振連

2 平野区 長吉中央商店街振興組合 8月4日（土） 河内夜市大阪マラソン応援 大振連

3 中央区南 千日前商店街振興組合 8月10日（金）～11日（土） 2012年大阪マラソン応援　「新みにゃみん」お披露目イベント 市商連

4 淀川区 三津屋商店街振興組合 8月23日（木）～25日（土） 第37回みつやどんたく 大振連

5 大正区 平尾本通商店街振興組合 8月25日（土） サンクス平尾　名物　夜店 大振連

6 西区 キララ九条商店街連合会 8月25日（土） 九条夏まつり 大振連

7 東成区 今里新道筋商店街振興組合 8月25日（土） ザ・夜店 大振連

8 北区 天神橋筋五丁目商店街振興組合 9月1日（土） 天五の夜店 大振連

9 東大阪市 布施駅北部二番街商店街振興組合 9月1日（土） 布施　土曜夜市 大振連

10 東大阪市 大蓮北本通商店街振興組合 9月1日（土） 納涼夜店大会 大振連

11 旭区 森小路商店会 9月1日（土）～7日（金）　 ～旭区制80周年＆大阪マラソンを盛り上げよう～第2回森小路商店街祭り 市商連

12 北区 天神橋筋四番街商店街振興組合 9月28日（金）～30日（日） 第146回　ワゴン市 大振連

13 都島区 京橋地区商店街連絡協議会 9月29日（土） 大阪マラソン応援ステージ 市商連

14 北区 天神橋筋4丁目北商店街振興組合 10月5日（金）～7日（日） ～てんしきた　エンジェルキャンペーン～ 『天使とガラガラ』大抽選会 大振連

15 旭区 千林商店街振興組合 10月5日（金）～8日（月） 恒例！秋の味覚市 大振連

16 中央区南 法善寺前本通り商店街振興組合 10月6日（土）～7日（日） 法善寺前本通り商店街まちなか文化祭 市商連

17 東大阪市 フレッシュタウン鴻池商店街振興組合 10月7日（日） 東大阪鴻池　JAZZ Street 大振連

18 北区 黒崎東商店会 10月13日（土） 第52回北天満サイエンスカフェ「大阪マラソンの走り方」 市商連

19 北区 天神橋筋商店連合会 10月13日（土） 日本一長い商店街をぶらり歩いてグッズもゲット 大振連

20 中央区 千日前道具屋筋商店街振興組合 10月14日（日） 大阪マラソン応援イベント 千日前道具屋筋商店街振興組合 大振連

21 泉大津市 泉大津中央商店街振興組合 10月14日（日） 泉大津わいわいフェスタwithさんま祭り 大振連

22 港区 繁栄商店街振興組合 10月14日（日） 韋駄天まつり 市商連

23 西成区 西成区商店会連盟 10月14日（日）
西成区商店街にぎわい祭り
～よって、みて、遊んでや！～

市商連

24 此花区
四貫島中央通商店街振興組合
四貫島本通り商店街振興組合

10月15日（月） 秋の四貫島感謝祭　此花100円商店街 市商連

25 堺市北区 中百舌鳥駅前通商店街振興組合 10月16日（火） 中百舌鳥フェスティバル2012 府商連

26 堺市北区 堺市駅東商店街振興組合 10月16日（火） 堺市駅東商店街秋の大抽選会 府商連

27 堺市中区 しらさぎ３１０商友会 10月16日（火）～11月4日（木） 商友会とくとく祭 府商連

28 堺市南区 ガーデンシティ専門店会 10月17日（水） ガーデンシティ「秋の感謝セール大抽選会」 府商連

29 堺市中区 深井八田地区商店会 10月17日（水） 深井八田地区商店会　フリーマーケット 府商連

30 堺市北区 エブリー専門店会 10月17日（水） エブリー専門店街　レシート集めて景品プレゼントセール 府商連

31 堺市西区 鳳本通商店街振興組合 10月18日（木） 鳳商店街スタンプラリーマラソン 府商連

32 堺市堺区 ジョルノ専門店商業組合 10月18日（木）／10月22日（月） ジョルノ寄席（10月18日：爆笑ステージ／10月22日：上方落語会） 府商連

33 堺市堺区 堺東中瓦町商店街
振興組合 10月18日（木） なかしん各店の逸品が当たるビンゴゲーム大会 府商連

34 堺市南区 泉北光明池専門店事業
協同組合 10月19日（金） サンピア　オータムセール 府商連

35 堺市北区 エイワ商店街振興組合 10月19日（金） 秋のエイワ商店街まつり 府商連

36 堺市中区 深井プラザ商店会 10月19日（金） 深井プラザチャリティオークション 府商連

37 都島区 京橋中央商店街振興組合 10月20日（土） 大阪マラソン応援「京橋100円商店街+」 大振連

38 堺市堺区 堺山之口連合商店街
振興組合 10月20日（土） アスティ山之口ワゴンセール 府商連

39 堺市堺区 湊駅前東通り商店会 10月20日（土） 湊駅前商店会まつり 府商連

40 住吉区 地下鉄あびこ中央商店街振興組合 10月20日（土） 第7回100円商店街 市商連

41 大正区 大正区魅力発信実行委員会 10月21日（日）　 大阪マラソン　応援まつり 市商連

42 貝塚市 シェルピア専門店会 10月25日（木）～29日（月） 大阪マラソン応援「秋の感謝祭」 府商連

43 生野区 生野本通商店街振興組合 10月26日（金）～27日（土） 大阪マラソン応援！ふれあい100円商店街 市商連

44 中央区 戎橋筋商店街振興組合 10月28日（日） 水都一周クルーズ 大振連

45 東大阪市 岩田本通商店街振興組合 10月28日（日） ハロウィンスタンプラリー 大振連

46 生野区 近鉄今里駅前通商店街 10月28日（日）
※雨天時は11月4日（日）

2012年　フリーマーケット＆フォークソング 市商連

47 西成区 玉出本通商店街振興組合 11月9日（金）～10日（土） クイズ！！大阪マラソン金券セール 大振連

48 生野区 御幸通東商店街振興組合 11月11日（日） 生野コリアタウンまつり2012 大振連

49 岸和田市 岸和田駅前通商店街振興組合 11月11日（日） どんチャカフェスタ「大阪マラソン」盛上イベント 大振連

50 旭区 新森商店会 11月23日（金） フェスティバル新森商店会 市商連

※イベント開催日・名称は変更になる可能性があります。

＜ 2012商店街応援イベント 一覧 ＞ 0928 



1 Patisserie C'est Bon
①ガトーショコラ＋シュークリーム＋コーヒー or 紅茶 or オレンジジュースのいずれ
か1杯　②ウィナー＋ナッツクロカン＋シュークリーム＋コーヒー or 紅茶 or オレンジ
ジュースのいずれか1杯

2 鮪魂 一将丸 ①まぐろ丼ネタ大盛り　②生まぐろ造り＋グラスビール1杯

3 GARB DRESSING ①日替わりランチ　②エンゼルフードケーキ＋スパークリングワイン1杯

4 BAR WISTERIA
ベネンシア（長柄杓）を用いて提供するシェリー酒＋長期熟成生ハムハモンセラーノ
＋イベリコベジョータを使ったサラミ

5 ベラミロンガ ミニ前菜3種＋パスタ

6 BAR  瓢（ひさご） 合鴨の燻製とデュワーズソーダ1杯

7 鉄板　福山 串焼き3種＋ドリンク（30種以上からチョイス）1杯

8 dining salon Mb 自家菜園の野菜のバーニャカウダ

9 utAge（ウタゲ） ①自家製の燻製盛り合わせ　②自家栽培のミントのモヒート1杯

10 イタリア市場食堂 バンコメルカート
前菜3種盛り＋なみなみグラスワイン（赤/白）・ビール・ハイボール・ソフトドリンクの
いずれか1杯

11 鳥蔵の隠れ家 ①炭火焼鳥3串＋お好きなドリンク1杯　②鶏の唐揚げ＋お好きなドリンク1杯

12 music bar Hi-FIVE ①600円までのドリンク1杯＋おつまみ　②レギュラーピザ

13 酒肴一献 わさびん
①マラソン応援！ わさびんセット（生ビール1杯とえだわさのセット）　②マラソン応
援！ 朝引きももの極上炭火たたき

1 みすちゃーれ
①前菜3種盛＋ドリンク1杯　②ペンネアラビアータ＋ドリンク1杯　③チキン網焼きバ
ジルソース＋ドリンク1杯

2 江戸幸 串3品＋ホッピー1杯

3 吟酒海楽　和
①れんこんはさみ揚＋地酒又は白ワイン1杯　②豚バラスタミナ丼＋特製にゅうめん
（チケット2枚）

4 小料理 鮨 だいわ 平野町店 寿司7貫＋ドリンク1杯（生ビール・焼酎・チューハイ・グラスワインのいずれか）

5 飲み食い処 まいど 本町店
①お好きな料理1品＋お好きなドリンク1杯　②もつ鍋 or 鶏のピリ辛スタミナ鍋1台（3
～4人盛り）

6 小料理 鮨 だいわ 本町店 寿司7貫＋ドリンク1杯（生ビール・焼酎・チューハイ・グラスワインのいずれか）

7 一寸一杯お食事処 瀬戸内家
おでん3種＋枝豆 or ポテトサラダor フライドポテト＋キリン淡麗生・チューハイなど
指定のドリンク1杯

8 QU ①柔らか豚の角煮　②豚タンシチュー

9 沖縄紅豚あぐー専門店 もも 気楽セット（豚まん＋小鉢2品＋生ビール1杯）

10 たまりば 海老マヨなどオススメ1品＋400円以下のドリンク1杯

11 旬菜と地酒　本町 華㐂 日本酒利き酒3種＋酒のあて3種

1 KENNYasia ①BBQポークとハーブライス　②海南チキンライス

2 ワインとチーズの店 ちょっとイタリアン MADEYA ①ボロネーゼソースのオムレツ　②生ハムとオリーブの盛り合わせ

3 らーめんダイニング 阿吽亭 トマトラーメン＋生小ビール1杯

4 Bar＆office？ IpsoFacto（イプソファクト千日前味園）
①ケーキセット（日曜日の昼限定）ドリンク＋ケーキのセット　②2×1（ドスポルウノ）1
オーダー（チケット1枚）でドリンク2杯　③2×1（自分で2杯飲むも良し、知人・他人に
プレゼントも良し）

5 barパンチェリーナ ①ハイボール　②ブランデースプリッツァー　③ラムトニック　各1杯

6 こいろり バラ＋ハラミ＋ビール1杯

7 大衆屋 千日前店 ①地鶏鉄板うどん入り　②豚鉄板うどん入り　③牛鉄板うどん入り

8 らーめん牡丹 ①牡丹らーめん　②塩らーめん　③みそらーめんorカレーらーめん

9 普通の食堂いわま
大阪“バル”マラソン生ビールセット（鶏のから揚げ＋枝豆＋白菜キムチ＋ポテサラ
＋生ビール1杯）

10 熱い心のつるつるうどん三佳屋（みよしや）
①三佳屋特製うどんアイス＋ソフトドリンクセット（チケット1枚）　②どて焼きカレーう
どん定食＋ビールセット（チケット2枚）

11 ときすし 寿司焼き（炙り寿司盛り合わせ）

12 DINING あじと
①黒毛和牛肉玉カレー定食（11：30～13：30）　②日本酒飲み比べセット（17：00～）
③本日のおばんざい盛り合わせ（17：00～）

13 薬膳カレーの店 Aglio・olio
①大阪産野菜の薬膳ベジタブルカレー＋特製オリジナルピクルス＋BEER1杯　②米
みそキーマカレー＋特製オリジナルピクルス＋BEER1杯　③特製オリジナルピクル
ス＋白浜のなぎさBEER1杯
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14 本格中華bar けむり屋＆フラワ エビマヨ or 唐揚げ＋ドリンク1杯（ビール・カクテル・ソフトドリンクなど）

15 季節料理 縁 炙りチャーシューセット

16 手羽先の羽（はね） 難波店 チキン南蛮＋生ビール or チューハイ1杯

17 OLTRE GAFFURIO（オルトム ガフーリオ） おまかせ前菜3種盛り＋グラスワイン1杯（赤/白/スパークリング）

1 焼き処 炭と鉄 宮崎産地鶏の炭火焼

2 石窯バール デコレ お肉のペンネ＋デコレオリジナルカクテルビア1杯

3 浦江亭 大正店 ①ホルモンのごっちゃ煮＋生ビール1杯　②串カツ盛り＋生ビール1杯

4 海鮮屋台 ゆうだん丸 名物まぐろカツ＋お好きなドリンク1杯

5 焼肉ホルモン たろちゃん 大正橋店
①ホルモン4種盛り合せ＋生ビール中1杯　②ジャンボリブロースステーキ＋生ビー
ル中1杯

6 焼とり居酒屋 遊
あっちっち豆腐＋手羽先の唐揚のセット＋ドリンク（生ビール小・チューハイ・焼酎・
地酒）1杯

7 沖縄料理 居酒屋やまねこ
もずく天 or 海ぶどう or ラフティどれか1品＋ドリンク（生ビール中・チューハイ・泡盛・
ソフトドリンク）1杯

8 ダイニングルーム真盛 ①バル特幕の内弁当　②オムライスとスープ　③ソフトドリンク1杯

9 ちんどん 大正店 名物手羽先唐揚＋キューリ漬物＋ドリンク1杯

10 GOONIES リゾット

11 UMIYA ミックス焼きそば

12 沖縄居酒屋おもろ ゴーヤチャンプルー（小鉢）

13 いちゃりば サービスランチ

14 串焼市場 江戸善 ①串焼3本＋ドリンク1杯　②串焼6本＋ドリンク1杯（チケット2枚）

15 みーと de ミート
生ビール小 or ソフトドリンク orグラスワイン1杯＋①ミートパスタ（ハーフサイズ）　②
チーズケーキ or ガトーショコラ

16 やきとり 雷鳥
生ビールorチューハイorソフトドリンク1杯＋①手羽唐3コ＋つくね1本＋肉みそ奴　②
せせり南蛮＋つくね1本＋肉みそおにぎり　③串4本＋肉みそおにぎり

1 ビストロ ヴェー
①自家製皮付きベーコン＋食前酒1杯　②自家製ハム盛り合わせ＋食前酒1杯（チ
ケット2枚）

2 さかな屋 ROKU鮮 バル寿司盛り合わせ

3 新世界の焼肉屋かつら
①和牛バラ or テッチャン＋ドリンク1杯　②超満足ジューシーロースとプリプリもつの
鍋（チケット2枚）

4 炭焼ホルモン 七福 名物ホルモン2種＋指定のドリンク1杯

5 串かつダイニングひろたか
①串かつ定食＋ソフトドリンク1杯　②上海鮮丼＋デザート＋ソフトドリンク1杯（チ
ケット2枚）

6 喫茶 タマイチ
①ミックスジュース1杯＋フルーツホットケーキセット　②ミックスジュース1杯＋ホット
ドッグセット

7 福政 一品3種盛り＋生ビール・チューハイなど指定のドリンク1杯

8 福娘 ホルモン＋生ビール・チューハイなど指定のドリンク1杯

9 串かつ 小町 ①串かつ 3本盛り　②どて焼き 2本セット

10 丸天寿司
大阪産（もん）高級魚アコウの造り＋大阪産（もん）春菊のおひたし＋生ビールorソフ
トドリンク1杯

11 串かつ じゃんじゃん ジャン横店 ①串かつ 3本盛り　②どて炊き 2本セット

1 みんらく
①生ビールセット＋餃子1人前　②香港焼ソバ＋生ビール中1杯　③牛ホルモンラー
メン＋餃子1人前

2 味平 ①ホルモンミックス焼＋生ビール中1杯　②おでん3品＋生ビール中1杯

3 居酒屋 どんのぅば
ドリンク何でも1杯＋①刺身おまかせ3点盛り　②山いもと桜エビのお好み焼き　③
オードブル盛り合わせ

4 ALL-ROUND BOX yamato オードブル盛合わせ＋ドリンク1杯＋ダーツプレイ or カラオケ1曲

5 bar asse（ バール アッセ） タパス三種＋生ビール・ワイン・ソフトドリンク・グラススパークリングのいずれか1杯

6 pizzaria asse
マルゲリータ or アイダホ（ピザ）＋生ビール・グラスワイン赤白・ウーロン茶のいずれ
か1杯

大阪マラソンEXPO2012「うまいもん市場」内　１５店舗ｲﾝﾃｯｸｽ大阪
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平成 24 年 11 月 5 日	 

大阪マラソン組織委員会事務局	 

 

「第２回大阪マラソン」経済波及効果（予測）	 

 

「第２回大阪マラソン」の開催による経済波及効果は１３５億円 

 
 

関西大学大学院会計研究科	 宮本勝浩教授は、「第２回大阪マラソン」の開催による経

済波及効果（予測）を１３５億円と発表されました。	 

（第１回大会では１３３億円［確定値］と発表されています。）	 

	  本経済波及効果は、海外からの参加を含むランナー、沿道の観客、大会関係者、ボランティア、	 
メディア、スポンサー関係者などの消費支出や、大会グッズの売り上げなどを、関西大学独自に	 

調査したデータに基づいて算出されたものです。	 

 
 
【「第２回大阪マラソン」経済波及効果	 概要】	 

① 直接効果：110.2 億円 
１． 大会参加者による消費支出 

（１） ジョギングやマラソン愛好者の大会観戦者の消費支出	 	 	 	 	 	 約 10.0 億円	 
	 	 (例)	 77,100 人の観戦者（愛好家人口（レジャー白書）の 2,550 万人を参考）	 

（２） ランナー関係の観戦者の消費支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 13.9 億円	 
(例)6.0 万人の応援観戦者（ランナー一人あたり家族、友人など平均２人が応援）	 

（３） 一般観戦者の消費支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 58.1 億円	 
	 	 	 	 	 	 	 (例)110.9 万人の観戦者	 

（４） マラソンランナーの消費支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 6.9 億円	 
(例)府外からの 11,995 人の参加者	 

（５） メディア関係者の消費支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 0.1 億円	 
（６） ボランティアの消費支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 0.5 億円	 
	 	 	 	 (例)府内から 8,783 人、府外から 976 人の参加者	 

（７） スポンサー関係者の消費支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 0.1 億円	 
（８）大会関係者の消費支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 0.01 億円	 

（９）大阪マラソン視察関係者の消費支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 0.05 億円	 

	 	 	 (例)他マラソン大会関係者が 220 人来阪（うち海外からは 24 人）	 

（10）大阪マラソン EXPO2011 来場者数の消費支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 4.4 億円	 

	 	 	 (例)116,490 人の来場	 

（11）商店街との連携ｲﾍﾞﾝﾄ、事前盛上げｲﾍﾞﾝﾄ等来場者の消費支出	 	 	 	 約 4.3 億円	 

２． 大会グッズ（T シャツ、記念品等）の売上高	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 0.1 億円	 
３． 関係企業独自の支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 1.5 億円	 
４． 大会運営組織による支出	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 約 10.3 億円	 

② 一次波及効果、二次波及効果：約 24.8 億円	 
①+②＝１３５	 億円	 

 

※マラソンが実施される間の交通の不通や渋滞が発生時のマイナスの経済効果は考慮せず 

資料１１ 



 

「第３回大阪マラソン」の日程につ

いて	 

	 

《概要》	 

	 開催日程：平成２５年［２０１３年］１０月２７日

（日）	 

	 	 主	 催	 ：	 大阪府、大阪市、（一財）大阪陸上競技協会	 

	 	 共	 催	 ：	 読売新聞社	 

	 	 主	 管	 ：	 （一財）大阪陸上競技協会	 

	 	 定	 員	 ：	 30,000 人（ﾏﾗｿﾝ 28,000 人，ﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝ 2,000 人）	 

	 	 コース	 ：	 現行どおり	 

	 

	 ※エントリーについては、平成２５年［2013 年］４月頃を予定	 
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