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4月10日（金）10時 申込受付開始
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6月下旬 抽選結果通知
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所定の方法で参加料等をお支払いください。
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11月初旬 参加案内通知
大会の約1ヵ月前に案内をメールにて通知します。
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11月27日（金）
・28日（土）

大阪マラソンEXPO2020
ランナー受付

大池橋

北河堀

天王寺
公園

11時00分〜19時30分
（最終入場）

寺駅

11月29日（日） 大会当日

コース 高 低 図
あべのハルカス

8時55分 車いすマラソンスタート
9時00分〜 マラソンスタート
（ウェーブスタート）
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★スタート／大阪府庁前
★フィニッシュ／大阪城公園内
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チャリティ
大阪マラソンでは、参加する全てのランナーをはじめ、観客の皆さん、ボランティア等、大阪マラソンに関わる多くの人に、
チャリティに参画する機会を提供するなど、チャリティ文化の普及をめざしています。
チャリティ
募金に
ついて

開催

申し込みの方全員にメールにて通知します。

国立文楽劇場

幸町１

申込締切

※定員を超えた場合は抽選を行います。

今
里
筋

10
km

11月29日

大阪城公園

大阪府庁前

御堂筋

伯楽橋西詰

〔大阪スポーツ応援ランナー、市民アスリート及びチャリティランナーを除く〕

鴫野東２

FINISH
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京阪東口

申し込みから
大会参加までの流れ

参加料とは別に、エントリーにはチャリティ募金として、おひとり様2口以上（1口500円）をお願いしています。 ※この募金は寄付金控除の対象外となります。
①：支援したいチャリティテーマ、寄付先団体活動内容を確認の上、チャリティカラーを選んでください。
②：①のチャリティ募金以外に、追加で寄付をいただける方は、チャリティカラーと口数を選んでください。

※複数カラー、複数口、①で選んだ
チャリティカラーも選んでいただけます。

【チャリティカラー・チャリティテーマ一覧】
チャリティカラー
紫
紺
水
緑
黄

色
色
色
色
色

チャリティテーマ
美しいまちと暮らしを支える
スポーツ・文化を支える
自然環境を支える
大阪のまちを支える
家族を支える

オレンジ色

子どもの未来を支える

赤

生きる希望を支える

色

寄付先団体活動内容

寄付先団体名

国内外で森づくりや人材育成を通じて地域開発を行う

公益財団法人オイスカ

全国各地でごみ拾いやごみのないまちづくり活動を行う

認定NPO法人グリーンバード

まちを走ってパトロール！パトランで安心なまちづくり

NPO法人改革プロジェクト

障がいのあるすべての人に泳ぐ楽しさを伝える

認定NPO法人プール・ボランティア

身近な自然を未来にのこす！地域の保全活動をサポート

認定NPO法人自然環境復元協会（NAREC)

環境教育を通じた持続可能な社会づくりを担う人材の育成

公益社団法人日本環境教育フォーラム

次代を担う若者・親世代の就労支援で、子どもの貧困を食い止める

NPO法人HELLOlife

貧困状態の子どもたち、障がい者等への地域生活支援

NPO法人み・らいず

「働きたくても働けない若者」への就労支援プログラムの提供

認定特定非営利活動法人育て上げネット

入院中のこどもたちや家族の生きる力を支える

認定NPO法人日本クリニクラウン協会

地域で支える小児緩和ケア

公益社団法人こどものホスピスプロジェクト

日本と世界で子どもたちを守り支える

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

がん患者と家族に対するこころのケアの提供

認定NPO法人がんサポートコミュニティー

iPS細胞の医療応用に向けた研究

京都大学iPS細胞研究所

3,000人拡大

35,000人
第10回

※上記以外に、15の寄付先団体が多様なテーマで大阪マラソンのチャリティプログラムに参画します。詳しくは公式ホームページをご覧ください。

チ ャ リ テ ィ グ ッ ズ の ご 案 内

大好評！

「なないろチャリティTシャツ（4,500円）」「なないろチャリティキャップ（2,100円）」

売上の一部を
寄付させて
いただきます！

「チャリティウィンドブレーカー（7,700円）」「なないろチャリティアームウォーマー（1,800円）」
「ニックネーム入りナンバーカード（550円）」

連続落選者枠について
第 7回 〜第9 回 大 阪マラソンに個 人エ ン ト リ ー
された方のうち、3大会を連 続で落選した方が
対象となります。
※特別なエントリー手続きは不要です。

4,500人
へ増員！

募集
期間

【

連続
落選者枠

4月8日

12時から

お問合せ先

大 阪 マ ラ ソ ンコ ール センタ ー TEL.072-886-8930
メール：support@osaka-marathon.com

4月10日

【 4,500人優先抽選 【

10時
から

大阪スポーツ
応援ランナー

5月22日

【 先着 800人

【 市民
アスリート 【 2,000人先行募集（先着順）

4月23日

10時から

【受付時間】10:00～17:00（土・日・祝日を除きます）

※多数のお問い合わせが予想されますので、ご回答についてお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。

Main
Sponsor

Official
Sponsors

大会当日は、
大阪市内で大規模な交通規制が実施されます。
車両だけでなく、
歩行者や自転車の横断も規制されます。

新設

【

障がい者
ランナー

17時
まで

ランナー
募集

【 50人

【 チャリティ
ランナー 【 1,000人
※詳しくは公式ホームページへ

■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
他 ■後援：（公財）日本陸上競技連盟 他
デザイン：藤井 里咲（第10回大阪マラソンメインビジュアル公募 最優秀作品）

募集要項
〈別表〉

✜大会名称
第10回大阪マラソン ～OSAKA MARATHON 2020～
（英文名： Osaka Marathon 2020）

✜仮装
日本陸上競技連盟登録競技者は仮装を禁止します。

✜申込区分・定員・参加料等
✜主催
大阪府、大阪市、（一財）大阪陸上競技協会

〈別表〉のとおり

✜制限時間
✜共催
読売新聞社

✜主管
（一財）大阪陸上競技協会

✜運営協力
大阪パラ陸上競技協会

✜後援

✜メインスポンサー
株式会社オプテージ

✜オフィシャルスポンサー
大阪市高速電気軌道株式会社、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 他

✜種目
マラソン

✜開催日時
2020年（令和2年）11月29日（日）
8:55／車いすマラソンスタート
9:00／マラソン第１ウェーブスタート
9:10／マラソン第２ウェーブスタート
9:25／マラソン第３ウェーブスタート
11:15／車いすマラソン終了
16:00／マラソン終了

✜競技規則
2020年度世界陸上競技連盟（World Athletics：WA）並び
に日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定によります。
なお本大会は、WAが認定するブロンズラベルレースである
ため、World Athletics Road Race Label Regulations
（ワールドアスレティックス・ロードレースラベリング規定）も適
用されます。また、WAの規則により、ドーピング検査を実施し
ます。車いすマラソンに関しては、日本パラ陸上競技連盟競
技規則及び本大会規定によります。

大阪府庁前をスタートし、大阪城公園内をフィニッシュとする
大阪マラソンコース(日本陸上競技連盟公認コース／WA公
認コース／AIMS公認コース)

✜スタートの整列
スタート時やコース走行中の混雑緩和のためウェーブ（時間差）
スタートを実施します。日本陸上競技連盟登録の有無に関わら
ず、申込時の記録証タイム（自己ベストタイム）等を参考にして、
ウェーブスタート順やスタート整列ブロックを設定します。記録
証タイム（自己ベストタイム）と予想タイムの両方が未入力の方
は第３ウェーブの最後尾ブロックからのスタートとなります。
ウェーブスタート順と整列
①招待選手・ゲストランナー
②自己ベストタイムを持っている方（過去2年間で確認できる
マラソン大会での記録であること。虚偽の場合は出場を
取り消します）
③予想タイムを申告した方
④自己ベストタイム・予想タイムの両方を申告しなかった方

車いす：2時間20分

✜参加資格
2002年（平成14年）4月1日以前に生まれた者
⑴日本陸上競技連盟登録競技者
⑵日本陸上競技連盟に登録していないランナー

※日本陸上競技連盟登録競技者については、2020年度の登録者と
します。
※障がいのある方で単独走行が困難な方は伴走者１人をつけるこ
とができます。（盲導犬の伴走は不可とします）
※競技終了時刻までに完走できる者。

⑶車いす

※車いすはレース仕様車とします。（日本パラ陸上競技連盟競技規則に
よります）
※2018年（平成30年）4月1日以降の国内または国外の車いすレースに
おいて、ハーフ：1時間10分以内、フルマラソン：2時間20分以内の記
録を有する者。

✜国外エントリー
国外居住者は国外用のエントリーサイトから応募してくださ
い。

※日本国内に在住で日本語を判読できない方は、国外エントリーサイト
（英語版・繁体字版）からエントリーできます。ただし、その際の参加料
は国外扱いとなります。

✜表彰
◎総合男女各1位～8位を表彰します。
◎市民ランナー賞：男女各1位を表彰します。（招待選手、ゲス
トランナーは除く）
◎シカゴマラソン賞：大阪府在住の男女各1位を表彰します。
（招待選手、ゲストランナー、連携大会の代表選手、第8回
大会・第9回大会の派遣選手は除く）
◎車いすの男女各1位～8位を表彰します。
◎年代別5歳刻みの男女各1位～3位を表彰します。（総合男
女入賞者は除く）※賞状は後日送付。

✜ランナー受付（大阪マラソンEXPO2020）
日程／2020年（令和2年）11月27日（金）、28日（土）の2日間
場所／インテックス大阪
時間／11:00～19:30（最終入場）

※大会当日（11月29日（日））の受付は行いません。
※受付時に顔写真付きの本人確認書類により照合を行います。顔写真
付きの本人確認書類を持参しない場合は受付できません。
※ランナー本人以外の方が代理で受付することはできません。必ずラ
ンナー本人が受付をしてください。
※障がい者ランナーは、申込時に登録した手帳（身体障害者手帳、精
神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか）を持参してください。

✜ドーピングコントロール
世界陸上競技連盟アンチ・ドーピング規則及び規程、もしく
は日本アンチ・ドーピング規程に基づいて行われます。
なお、本大会の前もしくは後のドーピング検査では、尿または
血液（或いは両方）の採取が行われます。
該当者は指示に従って検査を受けてください。

✜TUE申請
禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の
治療目的で使わざるを得ない競技者は“治療目的使用に係
る除外措置（TUE）”の申請を行うことが義務づけられていま
す。詳細については、下記ウェブサイトを確認してください。
▼日本陸上競技連盟医事委員会
(https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/)
▼日本アンチ・ドーピング機構
(https://www.playtruejapan.org/)

✜大阪マラソン大会規約
⑴チャリティプログラムの趣旨に賛同できない方の申し込み
はご遠慮ください。
⑵必ず1人1つの申込区分で申し込んでください。
個人、ペア、グループ、市民アスリート、大阪スポーツ応援ラ
ンナー、チャリティランナー、障がい者ランナーの同時申
込・同時参加はできません。同一人物による複数での申し
込みが判明した場合は失格とし、参加料等の返金は一切
いたしません。

一般ランナー
申込区分

参
加
申
込

参
加
者
の
決
定

✜個人情報について
主催者は個人情報の保護法令を遵守し、参加者の個人情報
を取り扱います。
主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関
する法律及び関連法令等を遵守し、個人情報を取り扱います。
主催者は大会参加者へのサービス向上を目的とし、参加案
内、記録通知、関連情報の通知、大会協賛・協力・関係団体
からのサービスの提供、記録発表（ランキング等）に利用いた
します。
※主催者または大阪マラソンコールセンターから申込内容に関する確
認連絡をさせていただくことがあります。
※取材に承諾いただいた参加者に限り、主催者[大阪府・大阪市・(一
財)大阪陸上競技協会]が、共催者（読売新聞社）及び関係メディア
等に個人情報を提供させていただきます。
※本大会運営に関わる範囲内で関連事業者（アボット・ワールドマラソ
ンメジャーズを運営するアメリカ合衆国所在のWorld Marathon
Majors LLCを含みます）及び委託業者へ提供する必要がある場合
に提供します。

定

個人
（1）日本陸上競技連盟登録競技者
（2）日本陸上競技連盟に登録していないランナー
（3）車いす

参
加
料
等
決
定
後
入
金

ペア（2名）

グループ（3～7名）

日本陸上競技連盟に登録していないランナー

日本陸上競技連盟に登録していないランナー

31,120人（※1） 30人（車いす）

員

申込方法

インターネット（PC・スマートフォンに限ります） https://www.osaka-marathon.com/ ※専用振替用紙による申し込みはありません

申込受付開始

4月10日（金）10時

申込締切

5月22日（金）17時

決定方法

【抽選】 定員を超えた場合は抽選を行います。 （状況により追加当選通知を行う場合があります）

結果通知

6月下旬にメールでの通知を予定しております。
クレジットカード/コンビニのネット決済

支払方法
参 加 料

国内14,000円
国外16,000円（※2）

36,400円（※3）

チャリティ
募金額 （※5）
事務手数料

550円

1,100円

合計額（※6）（※7）

国内15,550円以上
国外17,550円以上

39,500円以上

注意事項

マラソン

申込区分

員

申込方法
申込受付開始
申込締切

参
加
者
の
決
定

チャリティランナー

大阪スポーツ応援ランナー

（1）日本陸上競技連盟登録競技者
（2）日本陸上競技連盟に登録していないランナー
※大阪市民に限定したものではありません。

（1）日本陸上競技連盟登録競技者
（2）日本陸上競技連盟に登録していないランナー

（1）日本陸上競技連盟登録競技者
（2）日本陸上競技連盟に登録していないランナー

（1）日本陸上競技連盟登録競技者
（2）日本陸上競技連盟に登録していないランナー

2,000人

1,000人

800人

50人

4月8日（水）12時
4月10日（金）17時

4月23日（木）10時

4月10日（金）

8月28日（金）17時

※納付書利用の場合は、
5月29日（金）までの募集となります。

申込受付後、約2週間以内に
メールでの通知を予定しております。

決
定
後
入
金

6月下旬にメールでの通知を予定しております。

国内14,000円
国外16,000円

14,000円
-

500円×2口以上

14,000円
500円×2口以上

550円

事務手数料
合計額（※6）（※7）

15,550円以上

入金確認

市民アスリートとして資格承認された方
は、指定期日までに指定口座に参加料等
を入金してください。入金がない場合、権
利が無効となります。

注意事項

（状況により追加当選通知を行う場合があります）

寄附申込受付後、大阪府または大阪市から
メールでの通知を予定しております。

-

5月22日（金）17時
【抽選】 定員を超えた場合は抽選を行います。

クレジットカード/コンビニのネット決済

参 加 料
チャリティ
募金額 （※5）

6月30日（火）

4月10日（金）10時

【先着順】 定員になり次第締め切らせていただきます。

決定方法
結果通知

【新設】障がい者ランナー

インターネット（PC・スマートフォンに限ります） https://www.osaka-marathon.com/ ※専用振替用紙による申し込みはありません

支払方法

参
加
料
等

138,250円以上

◎代表者がインターネットで申し込みを行います。
◎ペア、グループエントリーともに、同一グループの方は同じブロックからのスタートとなります。
◎日本陸上競技連盟登録競技者の申し込みはできません。

車いす参加申込者は、申込時に出場大会名及び記録を明記ください。

市民アスリート

定

3,850円（※4）

◎当選者（ペア、グループエントリーは代表者）は指定期日までに指定口座に参加料等を入金してください。
◎入金がない場合、当選は無効となります。

種 目

参
加
申
込

127,400円（※3）（※4）

500円×2口以上

入金確認

✜注意事項
⑴ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによって申し込みで
きないことがあります。
⑵参加料等の領収書について
◎クレジットカード決済の場合
領収書の発行はいたしません。クレジットカード会社発行
の[ご利用明細書］または[請求書]をご利用ください。
◎コンビニエンスストアで支払いの場合
領収書の発行はいたしません。お振込の控えを領収書に
代えさせていただきます。
⑶大会参加に関しては十分にトレーニングし、事前に健康診
断を受診する等、体調には万全の配慮をした上で参加して
ください。
⑷仮装しているランナーはAブロックから出場できません。

マラソン

種 目

※

✜コース

※制限時間は第1ウェーブの号砲を基準とします。

申込区分、定員、参加料等

※

（公財）日本陸上競技連盟、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、（公社）関西経済連合会、大阪商工会議所、（一
社）関西経済同友会、（公財）大阪観光局、（公財）大阪府ス
ポーツ協会、大阪府体育連合、大阪府スポーツ推進委員協
議会、大阪市スポーツ協会、大阪市体育厚生協会、大阪市ス
ポーツ推進委員協議会、（一財）大阪スポーツみどり財団、大
阪府障がい者スポーツ協会、（社福）大阪市障害者福祉・ス
ポーツ協会、（一社）大阪府医師会、（一社）大阪府病院協会、
（公社）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、特定非営利活動法人大阪ライフサポート
協会、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、報知新聞社、
讀賣テレビ放送株式会社、株式会社毎日放送 ＜順不同＞

マラソン：7時間（競技終了時刻16：00）

⑶氏名（本人確認書類に記載の氏名）、年齢、性別、記録等の虚
偽申告、申し込み本人以外の出場（不正出場）、出場権の譲
渡は認めません。個人もしくは団体での不正が判明した場
合、出場決定を取り消すとともに、今後の本大会への申し込
み自体を認めません。また、主催者はこれらによるいかなる補
償もいたしません。参加料等の返金も一切いたしません。
⑷マイページで変更できる項目を除き、申し込み手続き後の
自己都合による申込内容の変更、キャンセルはできませ
ん。なお、申込内容に誤りがあっても申し込み本人以外の
出場（不正出場）、出場権の譲渡は認めません。主催者が
登録内容について確認が必要な場合のみ、申込者のメー
ルアドレスまたは電話番号に問い合わせをいたします。
⑸インターネット機器・回線の不具合等の遅れにより、申し込
みができなかった場合、主催者は一切の責任を負いません。
⑹主催者は登録されたメールアドレスの不備等による通知
不着・未着の確認はいたしません。また、申込者の使用す
る端末の不具合(故障等)、メールの受信設定やセキュリ
ティソフトに関する設定、メール一斉送信による不着・未
着、登録されたメールアドレスの変更等により、主催者から
配信するメールが受信できなかった場合等、主催者の責
によらない事由により、不利益が生じても主催者は一切の
責任を負いません。
⑺申込応募状況、抽選結果の問い合わせ・照会等について
は一切応じられません。
⑻主催者の責によらない事由（地震・風水害・降雪・事件・事
故・感染症等）で大会が中止となった場合、参加料等の返
金は行いません。
⑼大会当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻により、
参加できなかった場合、主催者は一切責任を負いません。
⑽主催者は、疾病や紛失、その他の事故に際し、一切の責任
を負いません。また、競技中の事故についての応急処置は
行いますが、以後の責任は負いません。
⑾競技に不必要なものを携行して参加することは認めませ
ん。
⑿広告目的で大会会場（コース上を含む）において企業名、
商品名等を意味する図案及び商標等、広告的なものを身
につけたり表示することはできません。
⒀大会の映像、写真、記事、位置情報、申込者の氏名、年齢、
住所（国名、都道府県名または市区町村名）、記録等のテ
レビ、新聞、雑誌、インターネット、主催者が発行する印刷
物等への掲載権と肖像権は主催者に属します。
⒁主催者が認めるものについて、写真等の委託販売を行う
場合があります。
⒂上記の他、大会に関する事項については主催者の指示に
従ってください。
⒃本大会は国内の関連する全ての法律を遵守し、実施され
るものとします。
⒄この募集要項は、第10回大阪マラソンのものです。

◎年代・性別毎に設定した基準タイム［18～39歳：3時
間（男子）・3時間40分（女子）、40～49歳：3時間10分
（男子）・3時間45分（女子）、50～59歳：3時間25分
（男子）・4時間（女子）、60歳～69歳：3時間50分
（男子）・4時間30分（女子）、70歳～：4時間30分
（男子）・5時間10分（女子）］以内の記録（日本陸上競
技連盟公認またはAIMS公認コースで2018年（平成
30年）4月1日以降のグロスタイム）を有する方に限り
ます。基準タイムは大会当日満年齢によります。
◎申込時に資格審査の為、記録証の確認を行います。
記録証をデジタルデータ（PDF・画像データ）に変換
しアップロードしてください。
◎記録証をデジタル変換できない場合は、エントリー後1週間
以内に郵送またはFAXでコールセンターに送ってください。
◎国内居住者で日本語サイトからのエントリー者に限ります。

国内15,550円以上
国外17,550円以上

14,550円

◎指定期日までに指定口座に参加料等を入金してください。
◎入金がない場合、権利が無効となります。

寄付金総額がファンドレイジング期間内［4月23日（木）
～10月27日（火）］に最低寄付金額（7万円）に達しな
かった場合は、不足する金額をチャリティランナー自身
に寄付いただきます。なお参加料は別途必要となります。

◎ふるさと納税制度を活用して、募集期間内に大阪府
「なみはやスポーツ振興基金」または大阪市「大阪市
スポーツ振興基金」へ10万円以上寄附された方（寄
附者が指名した方）に出走権を進呈します。参加料は
別途必要となります。
◎下記エントリー期間（※8）内にエントリー手続きを完
了されない場合は、大阪マラソンへの出走ができま
せんので、ご注意ください。
【エントリー期間】 5月12日（火）10時～7月20日（月）17時

15,550円以上
◎当選者は指定期日までに指定口座に
参加料等を入金してください。
◎入金がない場合、当選は無効となり
ます。

◎障がいがあり、身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳、療育手帳のいずれかをお持ちの方が対象と
なります。
◎国内居住者で日本語サイトからのエントリー者に限り
ます。
◎落選した場合は再度一般ランナーとして抽選を行い
ます。(再エントリーは不要です)

（※1）：個人には連続落選者枠ランナー4,500人を含みます。連続落選者枠についての特別なエントリー手続きは不要です。（※2）：日本国内に在住で日本語を判読できない方は、国外エントリーサイト（英語版・繁体字版）からエントリーできます。ただし、その際の参加料は国外
扱いとなります。（※3）：参加料等には、人数分のオリジナルグッズの費用が含まれています。（※4）：参加人数に関わらず、一律とさせていただきます。（※5）：参加料等とは別に、おひとり様2口以上（1口500円）のチャリティ募金をお願いしています。（※6）：参加人数やエントリー
時に申し込まれたチャリティ募金の口数に応じて、合計額が変動いたしますのでご注意ください。（※7）：チャリティグッズを申し込まれた方は、合計額に購入分の金額が加算されます。チャリティグッズについては裏表紙を参照ください。（※８）：エントリー期間とは、募集期間内
に大阪府または大阪市へ寄附金を納付された方が、大阪マラソンのランナーとしてエントリー手続きを行う期間です。

このパンフレットは大阪マラソン公式ホームページ（https://www.osaka-marathon.com/）からダウンロードできます。

大阪マラソン2020

検 索

