
開催日時 2019年12月1日（日）9時～16時頃 ※実施会場により出演時間は異なります。 

開催場所 

大阪マラソンコース沿道 イベント会場 ※11か所（予定） 
会場（カッコ内は箇所数）： 
北区（２）西区（１）浪速区（１）西成区（１）天王寺区（２）生野区（１）東成区（２）城東区（１） 

※すべて屋外会場です。ステージはありません。 

募集演目 

 

7つのジャンルの応援パフォーマンスを募集します。 
 
 

募集団体数 

 

先着60団体（個人でも可）程度 

参加条件 
◇ランナーに元気を与えるパフォーマンスをしていただくこと。 
◇大阪マラソンのチャリティプログラムに賛同いただくこと。 
※詳細は次ページ「チャリティプログラムについて」を参照ください。 

募集期間 2019年6月24日（月）～7月22日（月） ※7月22日（月）当日消印有効 

申し込み方法 

 

所定の出演申込書を、申し込み先（次ページに記載）までEメールまたは郵送にて 
お送りください。 

スケジュール 

第9回大阪マラソン沿道応援イベント「ランナー盛上げ隊！」 

「ランナー盛上げ隊！」とは、様々なパフォーマンスで32.000人のランナー達に 
熱い応援を届け、毎年多くのランナーから「元気が出ました！」 
「おかげで完走できました！」と大変好評をいただいている、沿道応援イベントです。 
今年もコースの沿道から大会を盛上げてもらえる団体を募集します。 
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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 

※上記７つのジャンルに当てはまらない演目につきましては出演対象外とさせていただきます。（例：演武、大道芸など） 
  また、演目内容や会場の都合により、ご出演いただけない場合がございますので予めご了承ください。 

※演技スペースの都合上、１団体あたりの出演人数は、原則として50名までとします。 

  但し、１団体に複数組が所属されている場合は、その限りではありません。 

募 集 要 項 

〈Eメールで送付いただく場合〉 
 件名に必ず「2019ランナー盛上げ隊！」と「申し込み団体名」を記載ください。 
 

〈初めて「ランナー盛上げ隊！」にお申込みされる場合〉 
 申込書と併せて演目資料（演目の内容や実施状況が分かる写真やＣＤ・DVD等）をお送りください。 

※申込書及び演目資料等は返却いたしませんので、予めご了承ください。 

6月24日（月） 申込開始 受付期間：6月24日（月）～7月22日（月） 

7月22日（月） 申込締切 当日消印有効 

9月上旬頃 出演確定案内 

出演申込書に記載された連絡先にEメールまたは電話にて
ご連絡いたします。 
予め、office@osaka-marathon.comからのメールを 
受信できるように設定してください。 

10月上旬頃 出演詳細案内 
ご出演会場、スケジュール、交通及び搬入・搬出ルートの 
案内を郵送にてご連絡いたします。 

11月上旬頃 最終案内 当日の現場担当者の連絡先を郵送にてご連絡いたします。 

12月1日（日） ご出演 
第9回大阪マラソン 沿道応援イベント 
「ランナー盛上げ隊！」出演 

今年は、コブクロの大阪マラソン新公式テーマソングを、 
歌って、演奏して、踊って、応援しよう！みんなで繋がろう！ 

熱く楽しい応援パフォーマンスでコース沿道を盛り上げよう！ 
＊大阪マラソン新公式テーマソングは、秋ごろに皆さんにお届けできる予定です。 
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1．出演申込 
  出演希望者は、本出演規約を遵守することを承諾した上で、募集要項に 

  記載されている申込方法に従って、出演申込書に必要事項を記載の上 

  お申し込みください。 また、出演者には、大阪マラソンチャリティ 

  プログラムへの同意を必須とします。 

2．出演料等のお支払い 
  出演料は、お支払いいたしません。 

  また、楽器等の搬入・搬出に係る費用、出演者の交通費、食事代など 

  出演に伴う所要経費は、出演者のご負担となります。 

7. 出演の変更・取り消し 
  演技内容の変更又は、出演の取り消しについては、原則として 

  認められません。やむを得ず変更・取り消ししたい場合は、その理由を 

  事務局に、ご連絡ください。 

3．出演場所、出演時間の決定 
  ・各団体の出演場所及び出演時間については、演技人数、演目内容、 

   楽器等の搬入・搬出の有無等を考慮のうえ、事務局で決定いたします。 
 

  ・基本的にCD/MDを流せる音響機材、マイク（１会場数本程度）は会場で
用意します。設置のない場所もございますので、ご了承ください。 

 

  ・出演場所は、全て屋外会場です。 

   雨天の場合も雨天用テントの用意はございませんので、ご注意ください。 

8．禁止行為 
  ・イベントスペースや更衣エリア、休憩エリアを含むランナー盛上げ隊 

   イベントに関する場所や付近の歩道での「喫煙を含む火気の使用」 

   及び「ガスの使用」「飲酒」その他、危険性のある行為は固く禁止 

   いたします。 

4．リハーサル 
  リハーサル時間はございません。 

5．車両制限 
  マラソン本番中は、会場周辺に交通規制がかかりますので、ご来場の際 
  には、公共の交通機関をご利用ください。楽器等の運搬の車両について 
  は、搬入・搬出の時間帯によっては、車両制限があります。 
  また、駐車場がない会場もございます。あらかじめご了承ください。 

6．記録写真及び記録映像 
  イベント中の映像・写真・記事等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等 

  への掲載権と肖像権は主催者に属します。 

9．その他 
  ・主催者は、自己の不注意による怪我、楽器・機材等の損壊及び 

   貴重品の紛失・盗難等の責任を一切負いません。 
 

  ・会場等の都合や、今回のイベントにふさわしくないと事務局が判断した
団体には出演をお断りする場合がございます。 

大阪マラソンは、「みんなでかける虹。」を合言葉に、7つのチャリティテーマと、虹の“なないろ”のテーマカラーを掲げ、
チャリティマラソンとして開催しています。参画するランナーをはじめ大会に関わる全ての方に、チャリティに参加する機会を 
提供することで、チャリティ文化の普及をめざしています。参加ランナーは、支援したいチャリティテーマを選んで、当日は 
そのテーマカラーのものを身に着けて走ります。沿道応援イベントに参加される団体におかれましても、下記チャリティテーマ 

から支援したいテーマをお選びいただき、そのテーマカラーの衣装を着用、またはグッズを使った応援（なないろ応援）で、
大会を一緒に盛上げていただきますようお願いします。 

住所/〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎35Ｆ 
TEL/ 06-6210-9317 （受付時間10:00～17:00/土・日・祝日を除く）  FAX/06-6210-9318  E-mail/office@osaka-marathon.com  

[お申し込み・お問い合わせ先]  大阪マラソン組織委員会事務局 ランナー盛上げ隊！担当 

※チャリティについての詳細内容は、公式ホームページ（https://www.osaka-marathon.com/2019/charity/about/）でご確認いただけます。 

【チャリティテーマ/カラー】 

●チャリティカラー：オレンジ色 

（参考②：グッズ着用例） 

オレンジ色の「ポンポン」や
「リボン」で 
応援いただきました。 ●チャリティカラー：緑色 

（参考①：衣装着用例） 

緑色の「Tシャツ」で 
応援いただきました。 

・コースへの乱入など、ランナーの走行に支障を及ぼす行為を禁止 

 いたします。 
 

・本イベントは、ランナーを応援することを目的としているため、 

 政治・宗教・企業等の宣伝活動は禁止します。また、演技に対する 

 金銭の授受は一切認めません。  

カセットコンロの 

使用禁止 
ガスを使用した暖房器具の 

使用禁止 
喫煙禁止 飲酒禁止 

大阪マラソンチャリティプログラムについて 

美しいまちと暮らしを支える 

紫色 
スポーツ・文化を支える 

紺色 
自然環境を支える 

水色 
大阪のまちを支える 

緑色 
家族を支える 

黄色 
子どもの未来を支える 

オレンジ色 
生きる希望を支える 

赤色 

●チャリティカラー：水色 

水色の「衣装」や 
「髪飾り」で 
応援いただきました。 ●チャリティカラー：黄色 

黄色の「ポンポン」で 
応援いただきました。 

出演規約 
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申込日 2019年     月     日 

申込団体名 

フリガナ これまでの出演有無 

公式ホームページやガイドブックに記載されますので、正式名称をご記入ください。 

 

名前： 
□有  □無 

ご担当者 

連絡先 

フリガナ 電話番号： 
 名前： 

E-mail： 

※E-mailアドレスご記入の際は、「i（小文字アイ）」と「I（大文字アイ）」「ｌ（エル）」と「１（数字）」や、「０（ゼロ）」と「o(オー）」、「-（ハイフン）」と 

「_（アンダーバー）」など、文字の違いが分かりづらいものは、アドレスの上にフリガナを入れてください。 

住所 〒     － 都・道 市・区 

 府・県 郡 

（住所の続き） 

追加連絡先 

フリガナ 電話番号： 
 名前： 

E-mail： 

演目時間        

  分～     分 

セッティング時間 

 

分 

撤去時間 

分 

出演者人数  名 付添スタッフ人数 名 

※最短時間と最大時間をご記入ください。 

チャリティテーマ
の選択 

出演演目 

下記演目ジャンルより１つ選び、チェックボックス（□の箇所）にチェック（☑）を入れてください。 
 

□ 応援団・チアリーディング □ ダンス □ 踊り（よさこい等） □ 吹奏楽   

□ 和太鼓 □ コーラス □ 音楽バンド 

※必ず全ての項目にご記入ください。 

※なしの場合は「0」と明記ください。 

演技終了後、パフォーマンス 
エリアからの退場（撤去）時間を 
ご記入ください。 

募集要項２ページに記載の「大阪マラソンチャリティプログラム」の項目をお読みいただいた上で、 
下記より、チャリティテーマを必ずお選びいただき、チェックボックス（□の箇所）に 
チェック（☑）を入れてください。 

実際に演技を始める前、 
パフォーマンスエリアでの 
準備時間をご記入ください。 

第９回大阪マラソン 沿道応援イベント「ランナー盛上げ隊！」出演申込書 

※メールで送付いただく場合は、 
 件名に必ず「2019ランナー盛上げ隊！」と「申し込み団体名」を記載ください。 

【申込先】   大阪マラソン組織委員会事務局 ランナー盛上げ隊！担当 宛  

住所 / 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎35Ｆ 
E-mail / office@osaka-marathon.com  

【申込期限】 

2019年7月22日（月） 

※当日消印有効 

※選択されましたチャリティカラーを取り入れた衣装やグッズ等を身に着けパフォーマンスを 
 お願いします。 
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選択 選択 選択

□

□
スポーツ・文化を支える

□
自然環境を支える

紫色

紺色

水色

□
家族を支える

□
子どもの未来を支える

チャリティテーマ/カラー

美しいまちと暮らしを支える

□ 緑色

黄色

オレンジ色

チャリティテーマ/カラー

□
生きる希望を支える

チャリティテーマ/カラー

大阪のまちを支える

赤色



【個人情報の取扱いについて】 

今回、ご記入いただきました皆さまの個人情報は、出演に関する諸手続き及び各種案内のために使用させていただきます。ご本人の承諾がない限り、第三者に開示することは
いたしません。ただし、出演に関する確認・連絡及び各種諸手続きのため機密保持契約を締結した業務委託先に預託することがありますので、予めご了承ください。 

※事務局使用欄 

パフォーマンス時 

必要スペース 

演目内容 
※詳細にご記入ください 

演技時配置図 

 
※機材の配置場所 

出演者の並び位置など 
詳細にご記入ください。 

 
※出演場所によっては、 
ご希望に添えない場合が

ございます。 

持込み音源の有無 
□ ＣＤ  □MD  □ 使用しない □ その他（                 ） 

持込み機材 

（種類、数量等） 

音楽バンドのジャンルで応募する方は、アンプ・DIなどの持込み機器も合わせてご記入ください。 

楽器等搬入車両 

（台数・車種） 

※搬入・搬出の時間帯によっては、車両制限があります。また、駐車場がない会場もございます。 
 あらかじめご了承ください。 

台数（    ）台 
すべての車種をご記入ください。 

（                                          ） 

出演可能回数                                   回 

団体活動実績 

団体紹介コメント 
※印刷物等に記載する 
場合がございます。 

 

募集要項をお読みいただいた上で、下記チェックボックス（□の箇所）にチェック☑を入れてください。 

□ 私たちは、大阪マラソンチャリティプログラム「なないろ応援」に賛同いたします。 

□ 私たちは、大阪マラソン沿道応援イベント「ランナー盛上げ隊！」の出演規約を遵守することに同意いたします。 

※CDデータをお持込される場合、必ずオーディオ変換をしてください。 

当日可能な出演回数をご記入ください。 

過去の実績等ございましたらご記入ください。 

別途写真を添付いただいても結構です。 
その場合、ホームページやガイドブックで使用させていただく可能性があります。 

同意欄 

※パフォーマンスに必要なスペースサイズをご記入ください。 
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約 幅     ｍ  × 奥行    ｍ 


