
大阪マラソン組織委員会 （第１５回） 

 

 

日 時 平成２７年６月１２日（金） １０時 00分～１0 時 45 分 

  

場 所 シティプラザ大阪 ２階 旬（しゅん） 

 

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 平成２６年度収支決算（案）及び平成２７年度事業計画（案）・ 

収支予算（案）について 

3 第５回大阪マラソンについて 

(1) エントリー状況等について 

(2) チャリティ事業について 

  （ジミー大西さんが制作したイメージ絵画を発表） 

(3) 大会盛上げ事業について 

(4) ボランティアについて 

4 その他 

 (1)シカゴマラソンとの連携について 

(2)府内マラソン大会等との連携について 

 (3)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（案） 《資料 1》 

■平成 2６年度収支決算報告書（案） 《資料 2》 

■監査報告書 《資料 3》 

■ 平成 2７年度事業計画（案） 《資料 4》 

■ 平成 2７年度収支予算（案） 《資料 5》 

■ エントリー状況等について 《資料６》 



■ チャリティ事業について 《資料７》 

■ 大会盛上げ事業について 《資料 8》 

■ ボランティアについて 《資料 9》 

■ シカゴマラソンとの連携について 《資料 10》 

■ 府内マラソン大会等との連携について 《資料 11》 

 



出席委員名簿 大阪マラソン組織委員会（第 15回）   

 

役 職 氏  名 所   属 

顧問 松井  一郎 大阪府知事 

顧問 東   貴之 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 小西  禎一 大阪府副知事 

副会長 村上  龍一 大阪市副市長 

副会長 竹内  章 一般財団法人大阪陸上競技協会専務理事 

委員 弘中  喜通 読売新聞大阪本社代表取締役会長 

委員 北尾  一 大阪市地域振興会会長 

委員 角   正基 大阪市商店会総連盟理事長 

委員（代理） 楠本  浩司 大阪商工会議所地域振興部次長 

委員（代理） 本田  勝士 公益財団法人大阪体育協会事務局長 

委員 斉喜  博美 大阪府スポーツ推進委員協議会会長 

委員（代理） 橋本  利三 大阪市体育協会事務局次長 

委員（代理） 濱田  麗史 大阪市体育厚生協会副会長 

委員 靍田  雄二 大阪市スポーツ推進委員協議会会長 

委員 橋爪  静夫 大阪府障がい者スポーツ協会会長 

委員 山田  俊平 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） 古野 幸夫 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所副所長 

委員（代理） 岩﨑 靖彦 国土交通省近畿運輸局 企画観光部観光地域振興課 課長補佐 

 

 

 

 

 



 

 

役 職 氏  名 所   属 

委員 大江  桂子 大阪府府民文化部長 

委員 岡本  圭司 大阪府府民文化部都市魅力創造局長 

委員 植山  勝秀 大阪府教育委員会事務局教育振興室保健体育課長 

委員 井上  雅之 大阪市経済戦略局長 

委員 藤本  昌信 大阪市交通局長 

委員  小林  大祐 大阪市経済戦略局スポーツ部長 

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 藤野  隆雄 株式会社ケイ・オプティコム代表取締役社長 

監事 樋元  四郎 一般財団法人大阪陸上競技協会事務局長 

  

欠席者 

顧問： 橋下大阪市長、今井大阪府議会議長 

委員： 大阪府商店街連合会会長・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会長 森会長 

     一般社団法人関西経済同友会 村尾代表幹事 

     公益財団法人大阪観光局 福島会長 

大阪府体育連合 田中会長 

一般社団法人大阪府医師会 伯井会長 

阪神高速道路株式会社 山澤代表取締役社長 

一般財団法人大阪陸上競技協会 上田副専務理事 

監事： 大阪商工会議所 児玉常務理事・事務局長 

※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 

 

（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２８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。 

 



附 則 

この要綱は、平成２５年６月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年９月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年３月２７日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２６年６月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年２月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月１２日から施行する。 

 

 

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 今井  豊 大阪府議会議長 

顧問 東   貴之 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 小西  禎一 大阪府副知事 

副会長 村上  龍一 大阪市副市長 

副会長 竹内  章 一般財団法人大阪陸上競技協会専務理事 

委員 弘中  喜通 読売新聞大阪本社代表取締役会長 

委員 北尾  一 大阪市地域振興会会長 

委員 辰野  邦次 大阪府商店街連合会会長・大阪府商店街振興組合連合会理事長 

委員 角   正基 大阪市商店会総連盟理事長 

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 村尾  和俊 一般社団法人関西経済同友会代表幹事 



役 職 氏  名 所 属 

委員 福島  伸一 公益財団法人大阪観光局会長 

委員 牧野  明次 公益財団法人大阪体育協会会長 

委員 田中  誠太 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 靍田  雄二 大阪市スポーツ推進委員協議会会長 

委員 橋爪  静夫 大阪府障がい者スポーツ協会会長 

委員 山田  俊平 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 一般社団法人大阪府医師会会長 

委員 森   昌文 国土交通省近畿地方整備局長 

委員 土屋  知省 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 大江  桂子 大阪府府民文化部長 

委員 岡本  圭司 大阪府府民文化部都市魅力創造局長 

委員 植山  勝秀 大阪府教育委員会事務局教育振興室保健体育課長 

委員 井上  雅之 大阪市経済戦略局長 

委員 藤本  昌信 大阪市交通局長 

委員  小林  大祐 大阪市経済戦略局スポーツ部長 

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 上田  重隆 一般財団法人大阪陸上競技協会副専務理事 

委員 藤野  隆雄 株式会社ケイ・オプティコム代表取締役社長 

監事 児玉  達樹 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事務局長 

    



【収入】 （単位 ： 円）

備　考

海外・チャリティランナー数増

チャリティＴシャツ等販売収入及び御堂
筋バナー掲出収入の増

【支出】

備　考

チャリティＴシャツ等製作費及びマラソ
ンEXPO運営費の増

（前期分消費税）

（ごちそうマラソン分担金）

≪第５回大阪マラソン開催準備事業費≫（平成27年1月1日～平成27年3月31日）

備　考

（運営業務委託料）

（後期分消費税等）

備　考

0

備　考

（事務局人件費（2名分））

（医事救護従事者報酬）

（労働保険料）

（顧問会計士報償費）

（消耗品等）

　 使用料及び貸借料 （コピー機レンタル料等）

（郵送料等）

（印紙費）

（商店街関連行事委託料）

（読売・関西大学共同研究）

東京マラソンEXPO出展経費 1,891,890
／その他　586,629

次大会へ繰越金 円

 平成26年度収支決算報告書【大阪マラソン組織委員会】（案）

平成２６年４月　１日から
平成２７年３月３１日まで

項目 予算額(A) 決算額(B) 差引(B-A)

90,000,000 90,000,000 0

大阪市負担金 90,000,000 90,000,000 0

大阪府負担金

協賛金（VIK含む） 730,000,000 730,000,000 0

参加料収入等 353,900,000 378,762,500 24,862,500

事業収入
（EXPOブース等販売収入）

63,300,000 93,313,610 30,013,610

関連イベント参加料収入等 5,000,000 5,050,600 50,600

58,200 ▲ 58,2000

　 報酬
0 2,422,000 2,422,000

39,395 39,395

前年度繰越金 1,629,308 1,629,308 0

0

合　　　　計 1,333,887,508 1,388,795,413 54,907,905

預金利息等

≪第４回大阪マラソン開催事業費≫（平成26年4月1日～平成26年12月31日）

項目 予算額(A) 決算額(B) 差引(B-A)

1,281,800,000 1,337,143,806 55,343,806

　 未払い金 0 500,486 500,486

　 第４回大阪マラソン開催経費

1,190,000

25,257,916

決算額(B) 差引(B-A)

▲ 942,084

予算額(A)

337,000 ▲ 853,000

▲ 217,600

小　　　　　計

 　第５回大阪マラソン開催準備経費 26,200,000 1,080 ▲ 26,198,920

0 23,952,736 23,952,736

26,200,000

0

小　　　　計

　 旅費 117,060 ▲ 182,940

　 使用料及び貸借料 800,000 466,656 ▲ 333,344

▲ 205

　 報償費 1,200,000 1,200,000 0

項目 予算額(A) 決算額(B) 差引(B-A)

8,400,000

　 役務費

2,000,000

2,800,000 2,538,660 ▲ 261,340

5,543,508 952,426 ▲ 4,591,082

　 旅費

1,637,711

▲ 1,962

　 未払い金

▲ 362,289

　 租税公課 984,000 406,600 ▲ 577,400

800,000 684,445 ▲ 115,555

小　　　　計 22,797,508 23,566,986 769,478

合　　　　　計

　 第４回大阪マラソン開催業務委託料 0 1,778,792 1,778,792

 　委託料

54,991,292

　 未払い金
0 1,304,100 1,304,100

0 2,478,519 2,478,519

1,000,000 998,038

　 報償費

小　　　　　計 1,282,990,000 1,337,981,292

　 共済費 70,000 69,795

8,400,000

800,000 582,400

1,333,887,508

＜大阪マラソン組織委員会等運営経費＞（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

300,000

 　未払い金 0 0

項目 予算額(A)

　 需用費

決算額(B) 差引(B-A)

その他収入

1,387,972,310 54,084,802

823,103

1,900,000 1,166,116 ▲ 733,884

＜大阪マラソン組織委員会事務局運営経費＞（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

項目

資料２ 











 

 

平成２７年度事業計画（案） 

 

大阪マラソン組織委員会事務局 

１．事業活動方針 

第５回大阪マラソン（平成 2７年 10 月 2５日）を開催するため、具体的な事業・

運営内容等について検討・調整を行う。また、開催機運醸成のための事前イベントや

チャリティマラソンとしての取組み等についても企画・実施する。 

  第５回大阪マラソン開催後は、第６回大会開催に向けた準備業務を行う。 

 

２．事業内容 

 （１）大阪マラソン組織委員会事務局の主な所掌業務 

   ①総務企画部 

    ・大阪マラソン組織委員会の運営に関すること 

   ・大会情報の管理、調整及び発信に関すること 

   ・スポンサー企業（協賛金等）に関すること 

   ・ランナー募集に関すること 

   ・チャリティ事業に関すること 

   ・各種関連イベントに関すること 

   ・事務局の予算、決算、財産管理及び契約に関すること 

   ②事業運営部 

・コース沿道の行政、住民等との調整に関すること 

   ・大会に係る設営及び設備に関すること 

   ・大会に係る警備に関すること 

   ・ボランティアの募集、配置等に関すること 

   ・警察、消防との連絡調整に関すること 

   ・医事・救護計画に関すること 

   ③競技運営部 

・競技運営計画に関すること 

    ・選手招聘に関すること 

 

資料４ 



 （２）主なスケジュール 
 

H２７年 

５月下旬～１０月中旬 

６月１４日（日） 

 

 

 

９月初旬～ 

10月 

 

■ボランティア研修会、説明会の実施 

■大会公式プレイベント 

「～ケイ・オプティコムＰresents～ おおさか サマーフ

ァンラン 201５」の開催 

場所：ヤンマースタジアム長居（大阪市東住吉区） 

■交通規制にかかる周知・協力のお願い 

■府内商店街等との連携イベントの開催（随時） 

10月 23日（金）～ 

25日（日） 

10月 24日（土） 

■「大阪マラソン EXPO 201５」開催 

 場所：インテックス大阪 

■大阪マラソン組織委員会（第１６回）開催 

・第５回大阪マラソン詳細について 

■ウェルカムパーティ開催 

10 月 2５日（日） 「第５回大阪マラソン」開催 

沿道応援イベント『ランナー盛上げ隊！』開催 

「ケイ・オプティコムＰｒｅｓｅｎｔｓ チャリティ親

子ラン ２０１５」開催 

H２8 年  

３月 ■大阪マラソン組織委員会（第 1７回） 

 ・「第５回大阪マラソン」の実施報告 

 ・「第６回大阪マラソン」大会要項の決定 

 

 （３）「第５回大阪マラソン」 放送(予定)について 

   １０月２５日（日）   ＭＢＳ     10:00～11:24 

                             ＹＴＶ     14:35～15:00 

                                          16:25～17:25 

ｅｏ光ＴＶ     8:40～16:10 



大阪マラソン組織委員会 (単位：円)

科        目
平成27年度
予  算  額

平成26年度
決  算  額

備    考

　１．事業活動収入の部

　　行政負担金 180,000,000 180,000,000 大阪府(90,000,000円)、大阪市(90,000,000円)

　　協賛金収入（ＶＩＫ含む） 730,000,000 730,000,000 協賛企業19社、協力企業6社

　　参加料収入等 405,000,000 378,762,500 募集定員増、参加料改訂

　　事業収入
　　（EXPOブース等販売収入）

94,800,000 93,313,610

　　関連イベント参加料収入等 12,000,000 5,050,600 親子ラン参加料収入等（新規）

　　預金利息等 0 39,395

　　前年度繰越金 823,103 1,629,308

事業活動収入合計 1,422,623,103 1,388,795,413

　２．事業活動支出の部

　【第５回大阪マラソン開催経費】

　　開催事業費 1,375,600,000 1,337,644,292

　　　　（広報・イベント費） 317,600,000 307,260,897 大会広報費・ウェブ製作費、マラソンEXPO運営費等

　　　　（安全対策費） 215,000,000 214,896,414 交通規制広告ツール製作費、警備費等

　　　　（大会運営費） 735,000,000 699,542,454
コース運営費、参加ランナー記念品費、フィニッシュ
会場運営費等

　　　　（エントリー・記録関係費） 108,000,000 115,944,527 エントリー事務処理費、記録計測費等

 　事務局費 18,000,000 18,328,992 組織委員会及び事務局運営費等

小　　計 1,393,600,000 1,355,973,284

　【第６回大阪マラソン開催準備経費】

 　 開催準備事業費 19,200,000 23,953,816 第６回大会企画、大会広報費等

 　 事務局費 7,223,103 6,404,110 組織委員会及び事務局運営費等

小　　計 26,423,103 30,357,926

租税公課 2,600,000 1,641,100 消費税等

事業活動支出合計 1,422,623,103 1,387,972,310

収支差額 0 823,103 次年度へ繰り越し

平成２７年度 収支予算（案）
平成２７年４月　１日から
平成２８年３月３１日まで
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第５回大阪マラソン 協賛企業一覧 

 

【メインスポンサー】 

株式会社ケイ・オプティコム 

 

【オフィシャルスポンサー（１８社）】 

ミズノ株式会社 

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 

コカ・コーラ 

セイコーホールディングス株式会社 

関西大学 

読売新聞社 

株式会社アドバンスクリエイト 

第一生命保険株式会社 

アサヒビール株式会社 

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 

大阪シティ信用金庫 

トヨタ自動車株式会社 

住友電気工業株式会社 

岩谷産業株式会社 

 



エントリー状況等について 

 

１．エントリー状況 

■ エントリー期間：平成２７年４月６日（月）～５月８日(金） 

              （インターネット（ＰＣ・スマートフォン）のみによる申込） 

■ 総エントリー数：１３７，８１４人 （定員３２，０００人） 

（内 訳） 

   マラソン【定員 30,000】 チャレンジ

ラン 

【定員

2,000】 

個 人 

ペア 

（組） 

グループ 

（組） 

市民アスリート 

<先着順> 

チャリティ

ランナー

(※) 

エン

トリ

ー 

合  

計 

100,914 
12,628 

(6,314) 

16,242

（2,436） 
1,010 181 

6,839 

130,975 

１37，814 

（※）チャリティランナーは７月 31 日まで募集 （定員 350 人） 

 【参考】 

(1) 都道府県別エントリー数 

      ①大阪府（53,295 人：41%） ②兵庫県（18,405 人：14%） ③東京都（9,448 人：7%） 

        ※近畿２府４県からは、87,498 人（67%） 

     (2) 海外からのエントリー 

      7,478 人 《 ①台湾（3,427 人）  ②香港(2,374 人)  ③中国(440 人) 》 

      ※世界 5４の国・地域からのエントリー 

 ２．当落通知 <３万２千人のランナーを決定> 

     平成２7 年６月８日（月）から順次メールによる通知 

資料６ 
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大阪マラソンチャリティ事業について 

 
第５回大会では、第４回大会のチャリティスキームを継続するとともに、「チャリティアンバサ

ダー」や「チャリティランナー」による寄付参加への呼びかけや、FM８０２のアートプロジェク
ト「digmeout」がプロデュースする「なないろチャリティTシャツ」、名前やニックネームを入
れた「ニックネーム入りナンバーカード」や「なないろチャリティキャップ」の販売を行います。 
 また、第５回大会より、新たに「なないろチーム対抗戦」を実施し、大会全体を盛り上げます。 

◎なないろチーム対抗戦の実施 
今大会では、七色に分かれて、ランナー同士の連携や絆を深め、大会全体を盛り上げるため

に、「なないろチーム対抗戦」を新たに実施。 
同じチャリティカラーを選んだランナー全員を一つのチームとみなし、チーム毎の完走者の

平均タイムを競う。優勝チームの完走者の中から、抽選で500人に第６回大会出場権を進呈す
る。 

◎チャリティアンバサダーによる情報発信 
  各自のホームページやブログなどを通じて“大阪マラソンのチャリティプログラム”を積極
的にPRしていただくことや、ジャパンギビングを活用した寄付の呼びかけを行っていいただ
くことを前提として、チャリティアンバサダーに就任いただき、メディア露出などを意識し活
用に努める。 

 

◆チャリティアンバサダー（６月１２日現在） 
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小渕 健太郎（こぶち けんたろう） 

ミュージシャン コブクロ 

 

【コメント】 

2015年も、大阪マラソンにチャリティアンバサダーとして参加させていただ
きます。昨年は公式テーマソング「42.195km」を作らせていただきました。
楽曲を通して、大阪マラソンの魅力や、大阪の人のエネルギー、人情、あた
たかさを、ランナーの皆さんと共に表現出来た事を嬉しく思います。年々、
盛り上がりを見せる大阪マラソン。その勢いに負けぬよう、今年も練習を積
み、一人一人に用意された栄光のゴールテープを笑って切れるように、一生
懸命頑張ります！ 

ランナー同士が声を掛け合い、沿道の方々からの応援とも繋がり合える、笑
いあり涙ありの大阪マラソンが、僕は大好きです。広い大阪のまちが本当に
一つになる一日。多くの人が力を合わせて下さっている事を一歩一歩に感じ
ながら、今年も全力で駆け抜けたいと思います。自己ベストをめざして頑張
りますので、応援よろしくお願いします！  

 【プロフィール】 
1977年 3月 13日生まれ。宮崎県出身。1998年 9月に「コブクロ」を結成。メジャーデビュー。2005年
「ここにしか咲かない花」、「桜」が共に大ヒットを記録。 
年末のNHK紅白歌合戦にも初出場を果たした。2006年9月には初のベスト・アルバム「ALL SINGLES BEST」
をリリースし、オリコン4週連続1位を獲得。 
2007年「蕾(つぼみ)」をリリースし、第49回日本レコード大賞を受賞。2010年「流星」を発売。 
2013 年アルバム「One Song From Two Hearts」をリリース。2014 年、NHK のソチオリンピック・パラリ
ンピックテーマソング「今、咲き誇る花たちよ」がヒット。 
2015 年ニューシングル「奇跡」を 3 月にリリース。コブクロ史上最大動員数 30 万人となる全国 TOUR
「 KOBUKURO LIVE TOUR 2015 "奇跡" supported by Ghana」を敢行。 
4月20日（月）にはロッテ Ghana CMソング「hana」をライブ会場限定シングルとしてリリース。 
第2回大阪マラソンチャリティランナー。第3回、第4回大阪マラソンチャリティアンバサダー。 
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©松竹株式会社 

 

 

 

 

 

山中 伸弥（やまなか しんや） 

京都大学 iPS細胞研究所所長・教授 

 

【コメント】 

大阪マラソンは、走ること、応援することが社会貢献に繋がる、素晴らしい
スポーツイベントです。昨年に引き続き、私が所長を務める iPS 細胞研究所
が大阪マラソンの公式寄付先団体に選ばれていますが、皆さまからいただい
た寄付は、長期安定的に研究を進めるための環境を整備するうえで、非常に
大きな力になっています。今年もチャリティアンバサダーとして、大阪マラ
ソンのチャリティ活動を皆さんと一緒に盛り上げていきたいと考えていま
す。 
また、今年は私も、ランナーとして 2 年ぶりに大阪マラソンに出場します。
完走を目標とすることはもちろんですが、見慣れた地元大阪の街並みや沿道
からの熱く、そしてユニークな応援を、他のランナーの皆さんと一緒に楽し
みながら走りたいと思います。 

【プロフィール】 

1962年大阪市生まれ。1987年に神戸大学医学部を卒業後、国立大阪病院臨床研修医として勤務。 

その後、大阪市立大学大学院医学研究科博士課程を経て、米国グラッドストーン研究所に留学し、その後

の人工多能性幹細胞（iPS 細胞）の発見へつながる研究を開始した。1997 年に帰国後、大阪市立大学医

学部助手、奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター助教授、教授を経て、2004 年に京都大

学再生医科学研究所教授に就任。2006 年に世界で初めてマウス iPS 細胞作製成功を発表、続いて 2007

年にヒトiPS細胞作製成功を発表した。2008年1月に発足した京都大学物質－細胞統合システム拠点iPS

細胞研究センター長に就任し、同センターの改組により、2010年4月に京都大学 iPS細胞研究所所長に

就任。2012 年 12 月ノーベル生理学・医学賞を受賞。第 2 回大阪マラソンチャリティサポーター。第 3

回、第4回大阪マラソンチャリティアンバサダー。 

中村 鴈治郎（なかむら がんじろう） 

歌舞伎俳優 

 

【コメント】 

「第5回大阪マラソン チャリティアンバサダー」として、昨年に続き参加さ

せていただけますことを、大変光栄に思っております。 

上方歌舞伎を代表する大名跡中村鴈治郎を襲名させていただきましてから 1

年が経ちますが、住まいを構える大阪で改めてこのような機会を与えていた

だきましたことを嬉しく思うとともに、責任も感じております。 

マラソン当日は舞台に出演しており参加は叶いませんが、大会を盛り上げて

いく役割を精いっぱい努めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 
 【プロフィール】 

昭和34年2月6日生まれ。坂田藤十郎の長男。五代目。屋号は成駒家。昭和42年11月歌舞伎座『紅梅

曽我』の一萬丸で中村智太郎（ともたろう）を名乗り初舞台。平成 2 年名題適任証取得。平成 7 年 1 月

大阪・中座『封印切』の忠兵衛他で五代目中村翫雀を襲名。立役と女方を兼ねる幅広い芸域と明るい闊達

な芸質を併せ持つ。大阪にも住まいを構え、上方歌舞伎の継承に意欲的に取り組む。 

今年の1月と2月に大阪松竹座で四代目鴈治郎を襲名。“大阪に根付く役者”らしく、襲名披露興行は大

阪松竹座からはじまり、4 月歌舞伎座、6 月博多座そして 12 月京都南座顔見世と予定されている。第 4

回大阪マラソンチャリティアンバサダー。 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アン ミカ（あん みか） 

モデル•タレント 

 

【コメント】 

前回から引き続き第５回の大阪マラソンも、初代大阪観光大使としてチ
ャリティアンバサダーをつとめさせて頂けることを、大変光栄に思って
います。大阪で育ち、大阪で陸上競技長距離選手を6年間していたこと
から、大阪マラソンで見る景色は、私が走った、そして育った愛するま
ちでもあります。 
元気で明るく親しみやすくパワフルな大阪の方々が応援してくれる大
阪マラソンは、応援する人達も、走る皆様も、チャリティを通じて心１
つになることが出来て、参加する皆が心に力を頂けると実感しました！ 
皆様のチャレンジされる勇気とチャリティに参加される優しい心が、応
援で1つとなり、今年も大きな友愛の心の力の和となりますように。 
皆様が笑顔で走り抜けますよう、私もチャリティに参加して、今年も応
援させて頂きます。 
大阪マラソンでお会いしましょう！ 

【プロフィール】 

韓国出身・日本育ちのモデル／タレント。93 年にパリコレに初参加以後、モデル業以外でも、テレビ・

ラジオ出演、ジュエリー/ファッションデザイナー、化粧品プロデュース、エッセイ執筆や講演、シンガ

ーとしての活動など、様々な方面で活躍。世界標準マナーのEPMプロトコールアドバイザー、漢方養生

指導士、化粧品検定１級、ＮＡＲＤアロマアドバイザーなど、女性を美しくする資格を多数持つ。13 年

アメリカ人の実業家と結婚。テレビ番組に夫婦で度々出演し、幸せキャラで親しまれている。09 年より

韓国名誉広報大使、13 年より初代大阪観光大使としても活躍。多方面においてますます活躍の場を広げ

ている。第4回大阪マラソンチャリティアンバサダー。 

赤星 憲広（あかほし のりひろ） 

野球評論家 

 

【コメント】 

第 5 回も大阪マラソンのチャリティアンバサダーとして大会をサポート

させていただく事になりました。「走ることが、誰かのためになる。」をテ

ーマにチャリティマラソンとして広く浸透してきたと思っておりますが、

まだまだ皆様の協力が必要です。何かしたいけど、どうしていいか分から

ないという方も多いと思います。そのきっかけ作りの1つとして大阪マラ

ソンが担う役割・責任は大きいと思います。その活動をアンバサダーとし

てサポートできることを誇りに思いますし、多くのランナー、ボランティ

ア、沿道の応援の方々と関われることが大きな喜びです。第5回を迎え、

チャリティの輪がさらに大きくなることを期待し、この大会が世界に冠た

る大会となるよう、微力ながらサポートしてまいりたいと思います。 

【プロフィール】 

1976年4月10日生まれ、愛知県出身。2001年、阪神タイガースに入団、1年目に盗塁王と新人王を獲

得。セ・リーグ記録となる5年連続盗塁王に輝き、ベストナイン2回、ゴールデン・グラブ賞6度受賞。

2009 年、試合中のダイビングキャッチで脊髄を損傷し、同年、現役を引退。現役時代は、盗塁した数の

車椅子を病院や施設に寄贈。引退後も「Ring of Red～赤星憲広の輪を広げる基金」を設立し、社会貢献

に力をそそいでいる。現在は野球解説者として活躍する一方、車いすの寄贈活動、野球界発展を目指した

少年野球チーム設立など、自身のあらゆる経験を活かし、各種メディアにも出演している。 

2012年より、大阪マラソンの提携マラソンでもある「Ring of Red 交野市チャリティマラソン」を実行

委員長として交野市と開催。2014年11月 侍ジャパンのアンバサダーに就任。 

第2回大阪マラソンチャリティランナー。第3回、第4回大阪マラソンチャリティアンバサダー。 
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八木 早希（やぎ さき） 

フリーキャスター 

 

【コメント】 

チャリティアンバサダーとして第３回大会に参加したのが初めてのフルマラ
ソンデビューでした。なんとか完走できたのは、ランナーや沿道の皆さんの
明るさと後押しのおかげです。大阪のまちを走りながら改めて感じた大阪の
温かさとパワー。人々が繋がり、街中が一つになる大阪マラソンの日を今か
ら楽しみにしています。 

森 理世（もり りよ） 

MISS  UNIVERSE 2007  / モデル / ダンス  

アーティスティック・ディレクター 

 

【コメント】 

皆さま、こんにちは。 
大阪マラソンチャリティアンバサダーの森 理世です。 
｢第 5回大阪マラソン｣も例年のようにランナーの皆様を近くで応援できる事、 

とても嬉しく、光栄に思っております。 

スタート地点で皆様を見送り、中間地点で応援し、ゴールでお迎えをすると 

皆様の様々な表情を伺うことができます。 

一人一人が大阪マラソンに真剣に向き合い、それぞれの目標を持ち、 

それぞれが応援、そして協力するチャリティがあり、自分だけではなく、 

他のためにも走られる姿に毎年感動しております。  

大阪マラソン名物でもある、それぞれのチャリティはカラーで分けられており
ますね。色別されたカラフルなアイテムがまるで一つの虹のようです。 

皆さんで大阪のまちに虹を架け、虹が大阪のまちを駆ける！ 

今年も是非、思いを込めて大阪マラソンで虹を作りましょう！ 

精一杯エールをおくります！ 

【プロフィール】 

1986 年静岡県生まれ。4 歳からジャズダンスを始め、高校よりカナダへバレエ留学。その後ブロードウ

ェイダンサーをめざし渡米。2007年、日本代表としてMISS UNIVERSE世界大会へ出場し、満場一致

の得票で優勝。在任中の14ヶ月間はN.Y.を拠点に世界一のスポークスウーマンとしてHIV/AIDS、難病

の子供たちへのサポートをはじめとした様々なチャリティ活動に従事し、15 カ国を巡る。現在はモデル

活動の他、自身で設立したダンススタジオ「I.R.M.アカデミー」で自らダンスを通してメンタルやビュー

ティーの指導にあたる。スペシャルオリンピックス日本ドリームサポーター。第3回、第4回大阪マラソ

ンチャリティアンバサダー。 

【プロフィール】 

1978年アメリカ・ロサンゼルス生まれ、大阪阿倍野育ち、小学校３年間韓国ソウル在住。高校1年間シ

アトル留学経験あり。同志社大学文学部英文学科卒業。毎日放送アナウンサー、フリーとして日本テレビ

「NEWS ZERO」のキャスターを経てニュースを伝える他、大勢の政治家、著名人、ハリウッド俳優ら

へインタビュー、国内外の取材多数。今年１０月から同志社大学客員教授就任。第3回大阪マラソンチャ

リティアンバサダー。 
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小島 智子（こじま ともこ） 

元 NFLチアリーダー 日本人初チームキャプテン 

TOMOKO KOJIMA CHEER DANCE ACADEMY 主宰 

追手門学院大学 客員教授 

 

【コメント】 

第 5 回大阪マラソンもチャリティアンバサダーとして参加させて頂く事にな
り、大変光栄に思っています。第１回はランナーとして、第３回からはチア
リーダーとして参加させて頂いております。今年も３歳から１２歳までのチ
アリーダーとスペシャルオリンピックス日本のアスリートの皆さんと一緒に
沿道からランナーの皆様の応援をさせて頂きます。皆様が笑顔で完走出来る
ように約１００名の大応援団がチアスピリット溢れる声援をお送りします。 

また、今年は大阪マラソンのテーマソングの「４２．１９５キロ」をチアダ
ンス風に振りつけました。誰でも簡単に踊れ、大阪弁の歌詞に合わせたコン
ト風のダンスにしました。沿道の皆様もぜひ私たちと一緒に踊ってみて下さ
い。踊るのは恥ずかしい。。。という皆さんはお友達と肩を組んで楽しんでも
大丈夫！大阪のまちを虹色にしましょう！ 

皆様の笑顔にお会い出来る事を楽しみにしています！Let's Go Runners! 

【プロフィール】 

大阪生まれ。NFL（米ナショナル・フットボールリーグ）のTampa Bay Buccaneers（タンパベイ・バ

ッカニアーズ）で2003年から2011年まで日本人最長記録となる8シーズン連続チアリーダーを務めた。

最終年には、NFL 史上初の日本人チームキャプテンとして活躍。8 年間のうち 4 年間は選抜チームにも

選ばれた日本を代表するチアリーダー。引退後は帰国し、講演・イベント・メディア出演、大学での指導

などを中心に活躍中。また、自身が主宰する地域密着型チアダンスアカデミー「TOMOKO KOJIMA 

CHEER DANCE ACADEMY」を大阪に開校し、後進の育成にも力を入れている。 

2014年より追手門学院大学 客員教授に就任。スペシャルオリンピックス日本ドリームサポーター。 

第1回大阪マラソンチャリティランナー。第3回、第4回大阪マラソンチャリティアンバサダー。 
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※ジミー大西さんの作品については、下記サイトをご覧ください。 

  http://www.osaka-marathon.com/2015/charity/jimmy/ 

 

【補足】 

第1回・2回大阪マラソンで使用していた「チャリティランナー」および「チャリティサポーター」の 

呼称は、3回大会以降「チャリティアンバサダー」に変更しました。 

 

 

 

 

 

※チャリティアンバサダーの詳細については、下記サイトをご覧ください。 

  http://www.osaka-marathon.com/2015/charity/ambassador/ 

ジミー大西（じみー おおにし） 

画家 

 

【コメント】 

今回チャリティアンバサダーとして走る事、また大会のためにオリジナルで
描いた作品を見てもらえるのを楽しみにしています。 
ジミー大西５１歳元旦生まれ。僕は初めて「４２．１９５km」に挑戦します。
でも、完走できるか少し不安です。逆に期待もあります。楽しく走る事がで
きれば嬉しいと思っています。たぶん、栄養ドリンク８００本ぐらい用意が
必要になると思います。 

生まれ育った大阪のまちをマラソンランナーとして駆け巡る時が来るとは、
まさか思いませんでした。最初の第一歩を踏み出す時どんな事を思うのかな
ぁ〜？ 

いきなり足を挫いて走れなくなってしまったり、人生も持久力がないので１
００m ぐらいで諦めてしまったり、僕は警察犬と競争して勝った経験がある
ほど鼻が良いので、くいだおれの街と言われる大阪を走ったら美味しそうな
臭いに誘われて寄り道してしまったりするかも？！色んな事が頭を駆け巡り
ます。 

６時間を目標にリタイヤしないで、秋のなにわの名所を快走したいと思いま
す。 

【プロフィール】 

本名 大西秀明。タレントとして人気を集めるが、テレビ番組で描いた絵をきっかけに創作活動を始め、

１９９６年芸能界を引退し画業に専念。切手・銀行通帳・ＣＤジャケット・ポスター・ワインラベルなど

のデザイン、バス・モノレール・車・世界最大級の天然ガスタンカーの外装デザイン、オブジェ・モニュ

メントや公共作品の制作を含め活動範囲は多岐にわたる。日本のみならず海外での展覧会や制作活動に加

え、絵本の出版や子供達との共同制作イベントを実施、近年はセレクトショップや有名ブランドとコラボ

レーションを展開するなど独特の作風で精力的に活躍中。鮮やかな色彩と独創的な構図が魅力の作品は、

各方面から高い評価と支持を得ている。 

1999年 ブラジル・パラ州政府より文化功労賞受賞。 

：大阪マラソンを「走る」ことで、チャリティの輪を広げてくださる方々です。 

：大会を元気に、そして華やかに盛り上げてくださる方々です。 



 

大会盛上げ事業について 

◆大阪マラソン EXPO2015 

 ・概  要：第５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：２０１５（平成２７）年１０月２３日（金）～２５日（日） 

        11:00～20:00（19:30 最終入場。ただし、2５日（日）は 10:00

～17:00 （1６:30 最終入場）） 

  ・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：うまいもん市場 2３日（金）～2５日（日） 

        ２号館：スポンサー展示エリア 2３日（金）～2４日（土） 

３号館：参加ランナー受付・スポンサー展示エリア 

23 日（金）～24 日（土） 

  ・入 場 料：無料 

  ※企業等の出展申込みは、２０１5（平成２7）年６月 30 日（火）まで受付 

 

◆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置された会場において、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：２０１５（平成２７）年１０月２５日（日） 

       ９：００～１６：００頃 

 ・場  所：マラソンコース沿道１５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 応援団・チアリーディング ②ダンス ③よさこい踊り 

 ④吹奏楽 ⑤和太鼓 ⑥コーラス ⑦音楽ライブ 

第４回大会から、７ヵ所の会場を「なないろ応援ステーション」

として、ステーションごとのテーマカラーを設け、「ランナー盛上

げ隊！」もテーマカラーに応じた衣装やグッズを使って応援。 

・出演団体：約１００組 先着順 

（参考）なないろチーム対抗戦の実施 

・今大会では、同じチャリティカラーを選んだランナー全員を一つのチームとみ

なし、チーム毎の完走者の平均タイムを競う「なないろチーム対抗戦」を新た

に実施することで、ランナー同士の連携や絆を深め、大会全体を盛り上げる。 

・優勝チームの完走者の中から、抽選で 500 人に第６回大会出場権を進呈。 
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◆商店街等との連携イベント 

  【大阪マラソン応援イベント】 

・概  要：府内商店街に大阪マラソンののぼりを掲出するとともに、イベン

トにおいて、大会ＰＲ物品を配布するなど大会のＰＲと開催機運

の醸成を図る。 

 ・開催期間：２０１５（平成２７）年 10 月１日（木）～２５日（日） 

 ・内 容：大阪マラソンのぼりの掲出、大阪マラソンＰＲ物品の提供。大阪

マラソン応援イベント用ロゴ使用、チャリティ募金活動などを行

う。（任意） 

・実 施 数：３０イベント(予定) 

 

◆大阪マラソン 公式プレイベント 

【～ケイ・オプティコムＰｒｅｓｅｎｔｓ～ おおさか サマーファンラン ２０１５】 

・概  要：家族で楽しめるファンランを企画。給水体験、おもしろ仮装表彰、

陸上トラックを駆け抜けるちびっ子ラン、大阪マラソン出場権が

当たる大抽選会などを実施予定。 

 ・実施日時：２０１５（平成２７）年 6 月 1４日（日） 

       ８：００～１２：００頃 

 ・場  所：ヤンマースタジアム長居・長居公園周回コース（3.２㎞） 

・内  容：ちびっ子ラン（50ｍ）、長居公園周回コースランニング（3.2 ㎞）、

給水体験、おもしろ仮装表彰、お楽しみ抽選会など 

 

◆「大阪盛上げ隊！」のチャレンジラン出場  

 ・概  要：大阪のスポーツ、体育の振興に対して顕著な功績が認められた高 

       校（運動部）が、大阪マラソンチャレンジラン（8.8km）に出場 

し、大阪全体を盛り上げる。 

・出場校数：３校以内（１高校あたり 10 名程度） 

・競技種目：野球、サッカー、ラグビー、バレーボール、ハンドボール、バス    

ケットボール、陸上競技（駅伝）などの団体競技 

 ・選考基準：世界選手権、全国大会等で大阪代表として準優勝以上の成績を収 

       めることで、大阪全体を盛り上げたと認められること 

 ※第４回大会は、東海大学付属仰星高校ラグビー部がチャレンジランに出場。 

 

 

 



◆ケイ・オプティコムＰｒｅｓｅｎｔｓ チャリティ親子ラン ２０１５ 

・概  要：子どもたちにも大阪マラソンの大フィナーレとなるフィニッシュ

ゲートをくぐる楽しさを味わってもらえる親子ランニングイベン

ト。 

 ・実施日時：２０１５（平成２７）年 10 月 25 日（日） 

       １５：００～１６：００頃 

 ・場  所：インテックス大阪臨時第 1 駐車場～マラソンフィニッシュゲート

（約 1.2 ㎞） 

 



 

ボランティアについて 

 

■募集状況 

募集人数   10,000名 

       《内訳》  団体ボランティア  ８,000名 

             個人ボランティア  ２,000名 

 

■説明会等スケジュール 

項目 対象 内容 

個人リーダーガイダ

ンス 

個人 個人ボランティアをとりまとめるリーダーとしての活動を希望する

方への概要説明 

 開催日：5月２４日（日） 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

個人リーダー選考

会・研修会 

個人 個人ボランティアのリーダーの方の選考及び研修 

開催日：７月１２日（日）、２５日（土） 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

ボランティア初心者

講習 

個人 大阪マラソンのボランティア活動に初めて参加する方への概要説明 

（任意参加） 

開催日：9月６日（日） 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

リーダー説明会 団体 

個人 

各団体リーダー及び個人ボランティアリーダーの方への活動内容の

説明 

開催日：９月2６日（土）・2７日（日） 

1０月３日（土）・４日（日）・1０日（土）・1１日（日） 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

力持ちボランティア

説明会 

団体 

個人 

力持ちボランティア（自転車運搬補助）の方への活動内容の説明 

開催日：1０月1１日（日） 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

個人ボランティア説

明会 

個人 個人ボランティアの方への活動内容の説明  

 開催日：1０月2３日（金）・2４日（土） 

 会 場：インテックス大阪 

※ 「大阪マラソンPUSH講習会」への任意参加 

 

■その他（新たな取り組み） 

 中学生のボランティア活動への参加 

 語学対応ボランティアを公募 

 力持ちボランティアの定員等を拡大 

 ランナー受付準備の活動を新設 
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シカゴマラソンとの提携について 

 

◆２０１２（平成２４）年 10 月に締結したシカゴマラソンとの提携期間が本年

末に満了するため、更新に向けた協議を進め、新たに５年間の提携について調

印を行う。 

 ※新たな提携期間：2016（平成 28 年）年 1 月 1 日～2020（平成 32 年）年 12 月 31 日 

 

◆主な連携内容 

 ○ 大阪マラソンの地元優勝者男女各 1 名を翌年のシカゴマラソンへ派遣 

 ○ シカゴマラソンの地元優勝者男女各 1名を翌年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 10日（土） 調印式 

    11日（日） 「シカゴマラソン２０１5」大会視察 

           

 大阪 

 10月 24日（土） 「第 5回大阪マラソン」ウェルカムパーティへの招待 

    25日（日） 「第 5回大阪マラソン」視察受入れ 

           表彰式出席 シカゴマラソン賞授与 

（大阪府在住のランナーで男女各１位） 
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国内のマラソン大会との連携について 

■連携しているマラソン大会 

開催日(予定) 名  称 距 離 主  催 場 所 

H27.10.25 
第 6回 

かまいし仙人峠マラソン 
17.2Km かまいし仙人峠マラソン実行委員会 岩手県釜石市 

H27.11.1 
第 19回 

大阪・淀川市民マラソン 
フル 大阪・淀川市民マラソン実行委員会 

守口市・大阪市 

淀川河川敷 

H28.1.10 
第 63回信太山 

クロスカントリー大会 
20Km 

信太山クロスカントリー大会 

実行委員会 

大阪府和泉市 

信太山演習場 

H28.1.11 
第 39回「新春走ろうかい」 

ひらかたハーフマラソン 
ハーフ 公益財団法人枚方体育協会 

大阪府枚方市 

淀川河川敷 

H28.1.24 
第 24回 高槻シティ 

ハーフマラソン 
ハーフ 

高槻シティハーフマラソン 

実行委員会 
大阪府高槻市 

H28.2.21 
第 61回 

河内長野シティマラソン 
ハーフ 

河内長野市・河内長野シティマラソン 

実行委員会 
大阪府河内長野市 

H28.2.21 
第 23回 

泉州国際市民マラソン 
フル 泉州国際市民マラソン実行委員会 大阪府泉州９市４町 

H28.2.28 
2016柏原シティ 

キャンパスマラソン 
10Km 

柏原市・柏原市教育委員会・柏原シテ

ィキャンパスマラソン実行委員会 
大阪府柏原市 

H28.2.28 寝屋川ハーフマラソン 2016 ハーフ 寝屋川ハーフマラソン実行委員会 大阪府寝屋川市 

H28.4.17 
第 5回 Ring of Red 

交野市チャリティーマラソン2016 
10Km 

リングオブレッド交野市チャリテー 

マラソン実行委員会 
大阪府交野市 

【連携内容】 

１．ランナーの招待 

⇒ 第５回大阪マラソンに、男女各１名を招待する 

       ※かまいし仙人峠マラソンは１名を招待する 

 

２．マラソンＥＸＰＯ2015でのＰＲ 

⇒ 大阪マラソンＰＲブースでのリーフレット・パネルの紹介 

 

３．ホームページの相互リンク 
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