
大阪マラソン組織委員会 （第２１回） 

 

 

日 時 平成 29年 7月 4 日（火） 14時 00分～14 時 45分 

  

場 所 シティプラザ大阪 ２階 燦（さん） 

 

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２８年度収支決算（案）及び平成２９年度事業計画（案）・ 

収支予算（案）について 

3 第７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 

(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)府内マラソン大会等との連携について 

 (2)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２８年度収支決算報告書（案） 《資料 2》 

■監査報告書  《資料 3》 

■ 平成２９年度事業計画（案） 《資料 4》 

■ 平成２９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》 

■ 府内マラソン大会等との連携について  《資料 10》 

 



出席委員名簿 大阪マラソン組織委員会（第 21回）   

 

役 職 氏  名 所   属 

顧問 松井  一郎 大阪府知事 

顧問 吉村  洋文 大阪市長 

顧問 大橋  一功 大阪府議会議長 

顧問 山下  昌彦 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、 

公益社団法人関西経済連合会会長 

副会長 新井  純 大阪府副知事 

副会長 鍵田  剛 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（代理） 橋本  誠司 読売新聞大阪本社取締役事業本部長 

委員 宮川  晴美 大阪市地域振興会会長 

委員 千田  忠司 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） 福田  博文 公益財団法人大阪体育協会マネージャー 

委員 阪口  伸六 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（代理） 宮本  裕正 大阪市体育協会事務局長 

委員 濱田  麗史 大阪市体育厚生協会会長 

委員 上野  祥子 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） 河原  廣豊 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所建設専門官 

委員（代理） 廣岡  秀一 国土交通省近畿運輸局観光部観光戦略推進官 

委員（代理） 南部  康之 阪神高速道路株式会社経営企画部経営企画課課長代理 



委員 岡本  圭司 大阪府府民文化部長 

委員 田中  実 大阪府教育庁教育振興室保健体育課長 

委員 柏木  陸照 大阪市経済戦略局長 

委員（代理） 新川  広樹 大阪市交通局事業管理本部営業部長 

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(代理) 土井  英司 大阪商工会議所経済産業部スポーツ産業振興担当課長 

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 

委員： 大阪府商店街振興組合連合会  辰野理事長 

大阪商工会議所 尾崎会頭 

一般社団法人関西経済同友会 鈴木代表幹事 

公益財団法人大阪観光局 福島会長 

     一般社団法人大阪府医師会 茂松会長 

※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３０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。 

５ 会議は書面をもって会議に代えることができる。 

 

（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。 



 

（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。 

３ 事業報告書及び収支決算書については、監事による監査を経て、委員会に提出の上、

その承認を受けるものとする。 

 

（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細則等は、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。 

附 則 

この要綱は、平成２７年１０月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年３月２９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１０月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年２月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年７月４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 吉村  洋文 大阪市長 

顧問 大橋  一功 大阪府議会議長 

顧問 山下  昌彦 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、 

公益社団法人関西経済連合会会長 

副会長 新井  純 大阪府副知事 

副会長 鍵田  剛 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 溝口  烈 読売新聞大阪本社代表取締役社長 

委員 宮川  晴美 大阪市地域振興会会長 



役 職 氏  名 所 属 

委員 千田  忠司 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 尾崎  裕 大阪商工会議所会頭 

委員 鈴木  博之 一般社団法人関西経済同友会代表幹事 

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 阪口  伸六 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 濵田  麗史 大阪市体育厚生協会会長 

委員 上野  祥子 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 茂松  茂人 一般社団法人大阪府医師会会長 

委員 池田  豊人 国土交通省近畿地方整備局長 

委員 若林  陽介 国土交通省近畿運輸局長 

委員 幸    和範 阪神高速道路株式会社代表取締役社長 

委員 岡本  圭司 大阪府府民文化部長 

委員 田中  実 大阪府教育庁教育振興室保健体育課長 

委員 柏木  陸照 大阪市経済戦略局長 

委員 塩谷  智弘 大阪市交通局長 

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 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

大阪府からの負担金

大阪市からの負担金

チャリティＴシャツ、キャップ、ウィンドブレーカー、ニックネーム入りナン

バーカード、御堂筋バナー等

 　前年度繰越金

雑収入

【支出】

備　考

前期分消費税

≪第7回大阪マラソン開催準備事業費≫（平成29年1月1日～平成29年3月31日）

備　考

システム改修、広報ツール

後期分消費税、法人税等

備　考

委員会委員等への謝礼

委員会委員等への実費弁償

会場使用料

0

備　考

事務局人件費（2名分）

医事救護従事者謝金

雇用必要経費（労働保険料）

顧問会計士報酬

職員旅費（管内・管外）等

消耗品等

　 使用料及び貸借料 コピー機レンタル料等

　 役務費（振込手数料、通信運搬費等） 郵送料等

   負担金 東京マラソンディレクターズミーティング

印紙代

商店街関連事業委託等

東京マラソンEXPO出展関係
3,400,650円
その他　 1,338,041円

次大会へ繰越金 円

1,437,706,406 4,773,209

1,218,057

1,432,933,197

　 未払い金 0 4,738,691 4,738,691

小　　　　計 23,933,197 24,333,316 400,119

合　　　　　計

　 委託料（第6回開催事業費等） 1,700,000 701,811 ▲ 998,189

　 委託料（第7回開催準備事業費等） 2,800,000 0 ▲ 2,800,000

15,000 21,000 6,000

　 租税公課 500,000 402,800 ▲ 97,200

1,000,000 1,214,051 214,051

1,800,000 1,705,480 ▲ 94,520

　 旅費 2,800,000 2,298,139 ▲ 501,861

　 需用費 1,088,197 1,064,702 ▲ 23,495

　 共済費 30,000 26,642 ▲ 3,358

　 報償費 1,200,000 1,200,000 0

　 報酬
8,400,000 8,400,000 0

2,600,000 2,560,000 ▲ 40,000

小　　　　計 1,400,000 1,106,530 ▲ 293,470

＜大阪マラソン組織委員会事務局運営経費＞（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

項目 予算額(A) 決算額(B) 差引(B-A)

　 使用料及び貸借料 500,000 428,020 ▲ 71,980

 　未払い金 61,360 61,360

　 報償費 700,000 515,300 ▲ 184,700

　 旅費 200,000 101,850 ▲ 98,150

小　　　　　計 20,000,000 29,608,857 9,608,857

＜大阪マラソン組織委員会等運営経費＞（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

項目 予算額(A) 決算額(B) 差引(B-A)

　 未払い金
0 28,628,951 28,628,951

0 809,500 809,500

項目 予算額(A) 決算額(B) 差引(B-A)

 　第7回大阪マラソン開催準備業務 20,000,000 170,406 ▲ 19,829,594

　 未払い金 0 0 0

小　　　　　計 1,387,600,000 1,382,657,703 ▲ 4,942,297

　 第6回大阪マラソン開催業務
1,385,000,000 1,381,807,303 ▲ 3,192,697

2,600,000 850,400 ▲ 1,749,600

合　　　　計 1,432,933,197 1,438,924,463 5,991,266

≪第6回大阪マラソン開催事業費≫（平成28年4月1日～平成28年12月31日）

項目 予算額(A) 決算額(B) 差引(B-A)

0 0 0

預金利息 0 469 469

2,083,197 2,083,197 0

その他収入 0 0 0

EXPOブース等販売収入 102,000,000 108,730,496 6,730,496

　 関連イベント参加費 6,850,000 5,766,500 ▲ 1,083,500

協賛金（VIK含む） 740,000,000 740,000,000 0

参加料収入 402,000,000 402,343,801 343,801

大阪府負担金 90,000,000 90,000,000 0

大阪市負担金 90,000,000 90,000,000 0

 平成28年度収支決算報告書【大阪マラソン組織委員会】（案）

平成２８年４月　１日から
平成２９年３月３１日まで

項目 予算額(A) 決算額(B) 差引(B-A)

資料２ 











 

 

平成２９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７回大阪マラソン（平成 29年 11月 26 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７回大阪マラソン開催後は、第８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 
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 （２）主なスケジュール 
 

H２９年 

８月下旬～11月下旬 

９月初旬～ 

10月 

10月下旬 

 

■ボランティア研修会、説明会の実施 

■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） 

■大阪マラソン組織委員会（第２２回）開催（書面） 

・第７回大阪マラソン詳細について 

11月 24日（金）～ 

26日（日） 

11月 25日（土） 

■「大阪マラソン EXPO 2017」開催 

 場所：インテックス大阪 

■「大阪マラソン SEASON TRIAL 2017 

           Happy Morning Run」開催 

■ウェルカムパーティ開催 

１１月２６日（日） 「第７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 

「大阪マラソン SEASON TRIAL 2017 

チャリティ親子ラン開催 

H３０年  

２月 ■大阪マラソン組織委員会（第２３回） 

 ・「第７回大阪マラソン」の実施報告 

 ・「第８回大阪マラソン」大会要項の決定 

 

 （３）「第７回大阪マラソン」 放送(予定)について 

   １１月２６日（日）   ＭＢＳ      10：00-11：24 

                             ＹＴＶ       午後帯調整中 

ｅｏ光テレビ   8：40～16：10 

        

 



大阪マラソン組織委員会 (単位：円)

科        目
平成29年度
予  算  額

平成28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） 740,000,000 740,000,000 協賛企業20社、協力企業7社

　　参加料収入等 402,000,000 402,343,801

　　事業収入
　　（EXPOブース等販売収入）

108,000,000 108,730,496

　　関連イベント参加料収入等 6,000,000 5,766,500

　　預金利息等 0 469

　　前年度繰越金 1,218,057 2,083,197

事業活動収入合計 1,437,218,057 1,438,924,463

　２．事業活動支出の部

　【第７回大阪マラソン開催経費】

　　開催事業費 1,384,000,000 1,381,807,303

　　　　（広報・イベント費） 346,000,000 346,747,767 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） 224,000,000 220,665,162 交通規制広告ツール製作費、警備費等

　　　　（大会運営費） 700,000,000 700,439,324
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） 114,000,000 113,955,050 エントリー事務処理費、記録計測費等

 　事務局費 18,000,000 18,051,048 組織委員会及び事務局運営費等

小　　計 1,402,000,000 1,399,858,351

　【第８回大阪マラソン開催準備経費】

 　 開催準備事業費 25,000,000 28,799,357 第８回大会企画、大会広報費等

 　 事務局費 7,618,057 7,388,798 組織委員会及び事務局運営費等

小　　計 32,618,057 36,188,155

租税公課 2,600,000 1,659,900 消費税等

事業活動支出合計 1,437,218,057 1,437,706,406

収支差額 0 1,218,057 次年度へ繰り越し

平成２９年度 収支予算（案）
平成２９年４月　１日から
平成３０年３月３１日まで
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第７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・コーラウエスト株式会社 

セイコーホールディングス株式会社 

関西大学 

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 

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 

 コスモ警備保障株式会社 

 日清製粉グループ 

 

【共同スポンサー】 

読売新聞社 



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２９年４月７日（金）～５月１２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：１３０，４１７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） 

大阪スポー

ツ応援ラン

ナー(※1) 

チャリティ

ランナー

(※2) 

エン

トリ

ー 

合  

計 

98,179 
12,014 

(6,007) 

12,487 

（1,888） 
426 210 

7,101 

123,316 

130,417 

（※1）大阪スポーツ応援ランナーは 5月 19 日まで募集（定員 600 人） 

（※2）チャリティランナーは 8 月 31日まで募集 （予定人数 600 人） 

 【参考】 

(1) 都道府県別エントリー数 

      ①大阪府（46,222 人：40%） ②兵庫県（16,587 人：14%） ③東京都（7,647 人：7%） 

        ※近畿２府４県からは、77,287 人（66%） 

     (2) 海外からのエントリー 

      13,962 人 《 ①台湾（5,387 人）  ②香港(4,594 人)  ③タイ(1,470 人) 》 

      ※世界 48 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２９年６月１３日（火）から順次メールによる通知 
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大阪マラソンチャリティ事業について 

 
第７回大会では、第６回大会のチャリティスキームを基本的に継続するとともに、

「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」、「なないろチャリティキャップ」や「チャリティウィンドブレイカー」の継
続販売を行います。 
 今大会においても、「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 

前回大会に引き続き、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」を実施。 

７つのチャリティカラーのうち、同じカラーの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。一番速かったチームを優勝とし、その結果を閉会

セレモニー等で発表するとともに、優勝チームの完走者の中から、抽選で 100 人に第８

回大会出場権を進呈する。 

なないろチーム対抗戦を盛り上げていただく、今年のなないろチームリーダーには、ジ

ミー大西さんに加え、お笑い芸人のゆりやんレトリィバァさん、タレントの福本愛菜さん、

冬季長野五輪メダリストの岡崎朋美さん、お笑いコンビ・ＮＯＮ ＳＴＹＬＥの石田明さ

ん、お笑いコンビのミキさん、お笑い芸人の間寛平さんの 7 チーム 8 名に就任いただきま

した。 

今年はジミー大西さんの呼び掛けにより、なないろチームリーダー全員がマラソン

（42.195km）に出走します。なないろチームリーダーがランナーのみなさんと一緒に大

阪のまちを駆け抜けながら、それぞれのチームを盛上げます。 

なないろチームリーダーには、７つの社会貢献テーマを設定している大阪マラソンの

チャリティに対する理解促進のための活動をしていただき、第 7 回大会のキャッチフレー

ズ「RUN FOR MY GOAL,RUN FOR OUR TEAM.」にちなんだ自分自身の目標以外に

７色のチームのために走るという大阪マラソンらしさを強調した取り組みをけん引いただ

きます。 

 

チームカラー（色）／テーマ チームリーダー 出走 

紫 美しいまちと暮らしを支える ゆりやんレトリィバァ マラソン 

紺 スポーツ・文化を支える ジミー大西 マラソン 

水色 自然環境を支える 福本愛菜 マラソン 

緑 子どもの未来を支える 岡崎朋美 マラソン 

黄色 家族を支える 石田明（ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ） マラソン 

オレンジ 子育てと若者を支える ミキ（亜生、昴生） マラソン 

赤 生きる希望を支える 間寛平 マラソン 
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◎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

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（7月 4 日現在） 

 

山村 隆太（やまむら りゅうた）  

ミュージシャン flumpool 

【コメント】どうもflumpoolのボーカル山村隆太です。今回初めて

チャリティアンバサダーとして走らせていただきます。去年の今頃コ

ブクロの小渕さんにお誘いいただき、第6回大阪マラソンで、初めて

フルマラソンを走らせていただき4時間半で完走できました。走る前

は、「30代は自分が苦手なことに挑戦しよう」と自分で決めたことだ

とはいえ、これまで走ることが苦手で、30分以上走ったことがなかっ

た僕には小渕さんを含むチームメンバーとの厳しい練習は辛く、何故

みんなこんな苦しいことをやるのかと毎日後悔していました。（笑） 

しかし当日、故郷大阪の沿道を埋め尽くす人達の温かい声援、一緒に

練習してきたチームメンバーの存在と支えがあり、それまで苦手なこ

とはすぐに諦めていた僕が、目標タイムで走りきれたあの達成感と一

体感は他では味わえないものでした。今年は残念ながら小渕さんが走

れないということですが、去年いただいた恩を返せるチャンス！とば

かりに、チームそして大阪マラソンを盛り上げていけるように頑張り

ます。「世界一の沿道の応援」を追い風に自己ベストを目指したいと

思います。みなさんどうか応援よろしくお願いします。 

 

【プロフィール】 
2008 年デビューの大阪出身の 4 人組バンド flumpool（フランプール）のボーカル。バンドとしては来年
10 周年を迎える。今年 2017 年は、3 月に映画主題歌となったシングル「ラストコール」をリリース、5
月には日本武道館にて 2days 公演を行い、その公演を皮切りに全国 29 都市 31 公演の全国ツアーを行
う。また、役者にも挑戦するなど幅広い活動をみせている。昨年の初フルマラソンでの参加に続き、2 度
目の大阪マラソンでの出走となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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】コブクロの小渕健太郎です。今年はコンサートの日程と

大阪マラソンの日程が重なってしまい、ランナーとして参加する事が

出来ず、とても残念なのですが、変わらずチャリティアンバサダーと

して大阪マラソンを応援させて頂きたいと思います。flumpoolのボー

カル・山村隆太君とは、大阪のストリートライブ出身のミュージシャ

ンという共通点から、公私ともに仲良くさせて頂いているのですが、

昨年は一緒に何度も練習を行い、共に完走を果たせました。今年は、

山村君がチャリティアンバサダーとしてレースに参加する事になり、

とても嬉しいです。大阪マラソンの成功を応援しながら、僕としては、

山村君が今年も気持ち良いゴールを目指せる様に、練習に一緒に参加

したり、応援をしていけたらと思います。つまり、僕の目標は、山村

君の自己ベスト更新です。（笑）コーチでも何でも無いのですが、一

緒に練習しながら、知りうる限りの経験を彼に伝えたいと思います。

今年も、大阪マラソンならではの「世界一の沿道の応援」で、レース

をおおいに盛り上げて下さい！ 
 
【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。インディーズ時代から幅広い世
代の支持を集め、2001 年 3 月、ワーナーミュージック・ジャパンより「YELL～エール／Bell」でメ
ジャーデビュー。2006 年のベスト・アルバム「ALL SINGLES BEST」が、オリコン 4 週連続 1 位を獲得
し、350万枚を突破。2007年リリースの「蕾（つぼみ）」が第 49回日本レコード大賞を受賞。 
2015 年 12 月、映画『orange-オレンジ-』の主題歌「未来」をリリースし大ヒット。2016 年のニューア
ルバム「TIMELESS WORLD」が 25 万枚の大ヒット。2017 年 5 月 24 日（水）に映画『ちょっと今から仕事
やめてくる』の主題歌であるシングル「心」をリリース。7 月 8 日（土）から、KOBUKURO LIVE TOUR 
2017 を実施。「42.195km 」は大阪マラソン・公式テーマソングとして使用されている。第 2 回大阪マラ
ソンチャリティランナー。第 3回、第 4回、第 5 回、第 6回大阪マラソンチャリティアンバサダー。 

 

 

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】京都大学 iPS 細胞研究所・所長の山中伸弥です。今年も

チャリティアンバサダーとして、そしてランナーとして第 7 回大阪マ

ラソンに参加します。大阪マラソンは沿道からの熱い声援だけでなく、

チャリティを通じてより多くの方に参加していただきながら大会を作り

上げていくところに素晴らしさを感じています。昨年に続き、iPS 細胞

研究所も公式寄付先団体に選ばれました。各団体の活動を知っていただ

き、多くの皆様がチャリティ活動にもご協力くださることを願っており

ます。 

今年は 11 月 26 日開催ということで例年よりもやや寒くなると思いま

すが、ランナーにとって走りやすい気候で大阪マラソンにチャレンジで

きることを今からとても楽しみにしています。一緒に完走・自己新記録

を目指して頑張りましょう。 

 

【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、第 5回、第 6 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７回大阪マラソンチャリティアンバサダー」として

今年も参加させていただけますこと、本当に光栄に存じます。ありが

とうございます。 

早いもので、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３年が経ちますが、これもひとえに皆様のご支援の賜物と、改

めて御礼申し上げます。住まいを構える大阪で、スポーツや芸能を通

じて大阪の発展に微力ながら貢献する機会を与えていただきましたこ

と、嬉しく思うとともに責任も感じております。 

残念ながら、マラソン当日は昨年に続き舞台出演中で参加できません

が、大会がより一層盛り上がるようアンバサダーの大役を精一杯務め

させていただきます。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。四代目。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を名乗り初舞台。平成 7 年１月大阪・中座『封印切』の忠兵衛ほかで五代

目中村翫雀を襲名。平成 27 年 1、2 月大阪松竹座において、『封印切』の忠兵衛、『廓文章』の伊左衛門

で、上方歌舞伎を代表する名跡のひとつ、中村鴈治郎を四代目として襲名。立役、女方を問わず幅広い

役どころで活躍。明朗な個性と温かな芸風、情の深い演技が際立つ上方役者。本年 3 月、日中国交正常

化 45 周年を記念した中国・北京公演に参加するなど海外公演も数多く経験。第 4 回、第 5 回、第 6 回大

阪マラソンチャリティアンバサダー。 

 

 

 

アン ミカ（あん みか）  
モデル•タレント 

【コメント】第7回大阪マラソンにて、今年もチャリティアンバサダー

を努めさせて頂くことになりましたアン ミカです！ 

私が育った大好きな大阪は、深い歴史、美味しい食、温かい人、全て

が魅力的です。【みんなでかける虹。】をスローガンに、チャリティ

文化の普及をめざしたマラソン大会が、大好きな大阪の街で開催され

ることを嬉しく思います。 

一人一人の力は大きな力になります。チャリティに参加したい、気持

ちを届けたいけど何をすれば…という方に、応援やマラソン参加、ボ

ランティア、どんな形でも参加して頂く機会になれば嬉しいです。 

今年も、沿道からチャリティの色の手袋をはめて、皆様とハイタッチ

が出来ることを楽しみにしています。是非、マラソンに、応援に、

チャリティに、参加しましょう！ 
 

【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、ジュエリーコーディネーター、日本化粧品検定、NARD アロマアドバイザーなど女性を美しく

する資格を持つ。初代大阪観光大使。第 4 回、第 5回、第 6回大阪マラソンチャリティアンバサダー。 
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赤星 憲広（あかほし のりひろ） 
野球解説者 

【コメント】今年で第7回目となる今回の大阪マラソンでも、例年に引

き続きチャリティアンバサダーとして参加させていただくことになり

ました。毎年大阪の街が1つになって盛り上がるこの大会で、参加者

の方々と触れ合いサポートできることを大変光栄に思っています。こ

の大会がみなさんにとってチャリティ活動に参加するきっかけになれ

ば幸いです。もっとチャリティの輪を広げられるよう、今大会もみん

なで盛り上げていきましょう！ 

今年もみなさんの笑顔にお会いできるのを楽しみにしております。 

 
 

【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。 

2017 年 4 月関西大学客員教授に就任。2017 年 12 月 3 日（日）には「Ring of Red 小野マラソン」でも

昨年に引き続き大会アンバサダーを務める。第 2 回大阪マラソンチャリティランナー。第 3 回大会から

大阪マラソンチャリティアンバサダー。 

 

 

 

寺川 綾（てらかわ あや）  

ロンドン五輪メダリスト／ミズノ株式会社 

【コメント】今年も、大阪マラソンのチャリティアンバサダーとして

参加させていただく事になりました。この素晴らしい大会のサポート

をさせていただく事を、大変嬉しく思っております。 

昨年初めて参加させていただきましたが、大阪の沿道応援のパワーに、

私自身も元気をもらうと共に楽しませていただきました。 

主役であるランナー、支えるボランティア、チャリティ、そして 

名物でもある応援。まさに、大阪が1つになって盛り上がる祭典です。

今年も一生懸命応援いたしますので、ランナーの皆さん、ボランティ

アの皆さん、更によき大会になるように盛り上げていきましょう！大

阪マラソンで、皆さんにお会いできることを楽しみにしております。 

 

【プロフィール】 

1984 年、大阪府大阪市生まれ。3 歳から水泳を始め、中学時代より頭角を現す。2001 年、高校 2 年時に

世界水泳選手権出場。2002 年パンパシフィック選手権銀メダル、2004 年アテネオリンピックでは 8 位入

賞（いずれも 200ｍ背泳ぎ）など数々の国際大会で活躍。大学卒業後はミズノ㈱に入社。2008 年北京オ

リンピック出場を逃すが、喘息治療を行うとともに、北島康介選手を育てた平井コーチに師事し、見事

に復活を遂げる。2009 年、2010 年は日本選手権で“背泳ぎ三冠”を達成。2011 年世界選手権では 50ｍ

背泳ぎで銀メダル。2012 年ロンドンオリンピックでは 100ｍ背泳ぎで銅メダルに輝き、400ｍメドレーリ

レーでは、第１泳者として銅メダル獲得に貢献。2013 年世界選手権では、50ｍ、100ｍ背泳ぎの２種目で

銅メダルに輝いた。同年、12 月に引退を表明した。現在、ミズノ㈱スイムチームコーチとして後進の指

導及びスポーツの振興に尽くす。テレビ朝日報道ステーションスポーツキャスターとしても活躍中。 

 

 



 

 

 

 

ジミー大西  

画家 

 

【コメント】ジミー大西です。今年もチャリティアンバサダーとし

て、大阪マラソンを応援することになりました。 

昨年は、7 つのチャリティテーマを掲げる大阪マラソンにちなんで、

ななつの星を持つ「てんとう虫」になり、沿道からランナーの皆さん

を応援しました。昨年チームリーダーとしてフルマラソンを完走した

寛平兄さんの頑張っている姿を見て、今回、2 年ぶりに大阪マラソン

を走ろうと決心しました！！ 

第 7 回大会では、チャリティアンバサダーと、なないろチームリー

ダーの二役を担うという責任重大な立場ですが、大阪マラソンを盛り

上げていきたいと思います。 

 

【プロフィール】 

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。 

第 5回・6回大阪マラソンチャリティアンバサダー。 

 

 

 

【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。 

 

 

 

 

：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 EXPO2017 

 ・概  要：第 7 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：平成２９年１１月２４日（金）～２６日（日） 

        11:00～20:00（19:30最終入場。ただし、26 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       24日（金）～26日（日） 

        ２号館：スポンサー展示エリア 24日（金）～25日（土） 

３号館：参加ランナー受付・スポンサー展示エリア 

24日（金）～25日（土） 

  ・入 場 料：無料 

  ※企業等の出展申込みは、平成２9年７月３１日（月）まで受付 

    （うまいもん市場は、平成２９年８月２５日（金）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：平成２９年１１月２６日（日） 

       ９：００～１６：００頃 

 ・場  所：マラソンコース沿道１４か所(予定) ※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踊り(よさこい等) 

 ④吹奏楽 ⑤和太鼓 ⑥コーラス ⑦音楽バンド 

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８０組 先着順 

（参考）なないろチーム対抗戦の実施 

・７つのチャリティカラーのうち、同じカラーの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１00人に第 8回大会出場権を進呈。 

資料 ８ 



◆第７回大阪マラソン応援団長に 4 年連続で森脇健児さんを起用  

 

１００万人以上もの沿道からのおもしろくて熱い応援は、大阪マラソンの大き

な魅力の一つであり、森脇さんには、この“１００万人の応援団”の団長として、

今年も大会を大いに盛り上げていただきます。大会当日はコース沿道を巡りなが

ら激励やハイタッチ応援、アドリブダンスなどで楽しく、まじめにランナーや沿

道に勇気とパワーを与えていただきます。 

 

 

【森脇健児さんからのコメント】 

 

 

 

 

 

 

 

【プロフィール】 

森脇 健児（もりわき けんじ） 

 昭和 42年 2月 5日大阪府枚方市出身。日本全国を飛び回り、テレビ・ラジオに幅広く

活躍。 

中学・高校と陸上部に所属・100m11秒 02を記録し、インターハイにも出場して

いる。現在も走ることがライフワークとなっており、月間約 250km 超の距離を走破

してる。全国各地のマラソン大会にも自身の主催する森脇健児陸上部と共にゲストラ

ンナーとして多数出演しており、2013年には京都府宇治市にて「森脇健児リレーマ

ラソン」を開催。 

第 1 回大阪マラソンチャリティランナー（※第 3 回大会からチャリティアンバサダ

ーへ名称変更）として参加。第４回大阪マラソンから応援団長として参加。 

 

 

 

大阪マラソンは最高なんです！何が最高かって？ 

応援！沿道の応援ですよ！ 

大阪はラテンの血が入ってるんでしょうかね？、、  

走ってみて感じたんですよ。 

最近、マラソン大会の仮装は珍しくないですよね？

  

でも、大阪マラソンの沿道応援は、仮装してる人が溢れてる

んです！ 

フルマラソンは果てしなく長い戦いです。 

でも、大阪マラソンは最高のコース設定と沿道応援でランナ

ーを飽きさせることがありません。 

フルマラソンは苦しいもんですが、大阪マラソンは苦し楽し

いのです！ 

その真意はぜひ、走って体感してください！！忘れられない

ドラマがあなたを待ってますよ！！ 



◆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：平成２９年９月３０日（土）～１１月２６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６回大会では大阪府立今宮高等学校ダンス部、四天王寺高等学校ハンドボ

ール部がチャレンジランに出場。 

 

◆大阪マラソン SEASON TRIAL 2017 

「マラソンに挑戦してみたいけど、どう練習すればいいかわからない」「日々、

記録更新をめざしてトレーニングしている」「親子で一緒に楽しく走ってみたい」

など、マラソンへの思いや目標は、ランナーの数だけあります。これらの声に応

えるため、大阪マラソンでは、初心者から中・上級者の方まで、さまざまな目的

やレベルにあわせてご参加いただけるイベントを、今年から新たに「大阪マラソ

ン SEASON TRIAL 2017」として、年間通じて開催。 

 

【Happy Morning Run】 

  ・概  要：海外ランナーと国内ランナーの交流イベント。 
第 7回大阪マラソン（チャレンジラン含む）に出場予定のランナ
ーとそのファミリーや友人など 

       ※第 7回大阪マラソン（チャレンジラン含む）に出場しない方は、
参加予定のランナーを代表者とし、一緒に申込み。小学生以上。 

  ・実施日時：平成２９年１１月２５日（土）8:00～10:00 

  ・場  所：大阪城公園 

  ・内  容：Fun RUN（２.８km）※表彰・計測なし 

 

 

 



【チャリティ親子ラン】 

・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：平成２９年１１月２６日（日） 

       １５：００～１５：５０頃(予定) 

 ・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㎞） 

 

【（実施済）ケイ・オプティコム Presents 10K＆Fun RUN】 
・概  要：家族や親子、友人と楽しく走る約 3.2 キロのファンランに、新た

に 10 キロの計測レースを実施。初心者から中・上級者までたく
さんの方が楽しめるランイベントへ、装い新たにバージョンアッ
プ。また、第 7回大阪マラソンのアニバーサリー企画「７（なな）
企画」として、参加者の中から抽選で 77人に第 7回大阪マラソ
ンの出場権をプレゼント。 

・実施日時：平成２９年６月１１日（日）８：００～１３:００ 

・開催場所・コース：ヤンマースタジアム長居・長居公園周回コース 

・内  容：10K（10km、表彰・計測あり）、Fun RUN（約 3.2km、表彰・

計測なし）、給水体験、おもしろ仮装表彰（Fun RUNのみ、後日

HP にて発表）等 

 

【（一部実施済）ランニングクリニック】 
  ・概  要：18 歳以上のランニング未経験者、初心者～中級者（フルマラソ 

ン４時間台）を対象に、講義と実技の両面でランニング教室を 
          開催。 

  ・実施日時：平成２９年６月１１日（日）14:00～16:00 

  ・場  所：ヤンマースタジアム長居 

・講  師：ＳＷＡＣ 木下裕美子さん(第６回大阪マラソン２位入賞者)ほか 

  ・内  容：講義：「ランニングの基礎知識、トレーニング法の解説」 

        実技：「レベル別ランニング・1000m走」 

  ・予  定：7 月 8日（土）～１１月１９日（日） 計５回 

 

【（一部実施済） なないろ練習会】 
・概  要：第７回大阪マラソンに出場する初心者ランナーを対象にした練習

会を大阪マラソンの７色のカラー別に各２回、全７色のカラー対
象に 1 回の計１５回実施。「大阪マラソンのコース対策」や「ラ
ンニングフォームの動きづくり」など、ミズノランニングステー
ションの講師により、初めてマラソンにチャレンジする方々など
をサポート。 

・実施日時 

 ①紫組   平成２９年 7月 1日（土）  9:00～12:30 

 ②紺色組           7月 2日（日）  9:00～12:30 

・場  所：ミズノ淀屋橋店（座学） 中之島公園～大阪城公園（走行） 

・予  定：7月１６日(日)～１１月 1２日 計１３回  



 

ボランティアについて 

 

■募集人数  1万人（団体・個人） 

 

■活動日 

   第7回大阪マラソン          11月26日（日） 

大阪マラソンEXPO2017 及び準備  11月23日（木・祝）、24日（金）、25日（土） 

        

■主な活動区分・内容   

   〔大会運営ボランティア〕 ランナー受付、給水・給食、コース沿道整理など 

   〔力持ちボランティア〕  コース横断が必要な方に対する自転車運搬の補助 

 

■募集受付期間 

   団体ボランティア  6月7日（水）から 

個人ボランティア  7月13日（木）から 

 

■説明会等 

個人リーダー選考会兼研修会   8月２6日（土）・27日（日） 

初心者講習会          9月24日（日） 

団体・個人リーダー説明会    1０月2８日（土）・2９日（日）、11月4日（土）・5日（日） 

個人ボランティア説明会     11月24日（金）・25日（土） 

 

■その他 

初心者講習会等と「大阪マラソンPUSH＋応急手当講習会」の同日開催 
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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 

H29.10.29 
第 8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 

H29.11.5 
第 21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 

一般社団法人ふるさ都・夢づくり協議会 

国営公園「淀川河川公園」 

（枚方～大阪市） 

H30.1.14 
第 65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 

H30.1.8 
第 41回記念「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 

H30.1.21 
第 26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 

H30.2.18 
第 63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 

H30.2.18 
第 25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 

泉州９市４町陸上競技協会 
泉州地域 

H30.2.18 
2018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 

H30.2.25 寝屋川ハーフマラソン 2018 ハーフ 寝屋川ハーフマラソン実行委員会 
寝屋川市公園から 

寝屋川市街地（公道） 
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