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第22回
大阪・淀川市民マラソン

2018年 11月４日（日）
ハーフ９：00/フル９：40 スタート

参加申し込み案内
申し込みは先着順。
定員に達し次第、
締め切らせていただきますので
お早めのご応募をお願いします。

ボランティアスタッフ募集中！
くわしくは大会ホームページへ。

参加者には T シャツ、
完走者には
今治タオル 進呈！

前日イベント（３日）
「Q ちゃんと遊ぼう」
今年も開催しま〜す。
くわしい内容は
10月発送の
「公式ガイドブック」参照。

空飛ぶ妖精たちが
ご案内します。

■ 主催  一般社団法人ふるさ都・夢づくり協議会 / 大阪・淀川市民マラソン実行委員会
■ 共催  国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所 / 淀川河川公園管理センター
■ 後援（予定・順不同・敬称略）
    大阪府 / 大阪市 / 守口市 / 寝屋川市 / 枚方市 / 大阪府教育委員会 / 守口市教育委員会 / 寝屋川市教育委員会 / 枚方市教育委員会 / 
    公益財団法人 関西・大阪 21 世紀協会 / 公益財団法人 大阪観光局
■ 協賛（各社を予定）

お問い合わせ ■ 大阪・淀川市民マラソン実行委員会　TEL.06-6924-2016　FAX.06-6928-0284
　　　　　　　  URL ■ http://www.osaka42195.com/　E-mail ■ info@osaka42195.com

■ 主催  一般社団法人ふるさ都・夢づくり協議会 / 大阪・淀川市民マラソン実行委員会
■ 共催  国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所 / 淀川河川公園管理センター
■ 後援（予定・順不同・敬称略）
    大阪府 / 大阪市 / 守口市 / 寝屋川市 / 枚方市 / 大阪府教育委員会 / 守口市教育委員会 / 寝屋川市教育委員会 / 枚方市教育委員会 / 
    公益財団法人 関西・大阪 21 世紀協会 / 公益財団法人 大阪観光局
■ 協賛（各社を予定）

お問い合わせ ■ 大阪・淀川市民マラソン実行委員会　TEL.06-6924-2016　FAX.06-6928-0284
　　　　　　　  URL ■ http://www.osaka42195.com/　E-mail ■ info@osaka42195.com
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第 22 回 大阪・淀川市民マラソン　大会要項

美しく走る自然環境に配慮した都市型マラソンとして

　大阪・淀川市民マラソンは、淀川流域の自然環境に配慮したエコマラソンとしてスタート
しました。排気ガスが発生する車をコース上に走らせることなく、天然ガス車や電気自動車
を多用しています。淀川は大阪平野に住む多くの人々の大切な生活用水であるだけでなく、
淀川に棲む、ありとあらゆる動植物の命の源なのです。そういう意味から、本大会は「自然
の妖精」をイメージしています。それはエコマラソンをさらに前進させ、淀川の美化に取り
組む姿勢を表します。
　また、今年も通常は通行禁止の淀川大堰を渡っていただき、沿道での音楽による応援、ニッ
クネームのお声がけなど、本大会ならではの企画も実施いたします。この妖精が集うかのよ
うな、さわやかな淀川流域の自然を満喫しながら、皆様、今年も完走を目指しましょう。

大会名称　第 22 回 大阪・淀川市民マラソン
主催　　　一般社団法人 ふるさ都・夢づくり協議会 / 大阪・淀川市民マラソン実行委員会
開催日　　2018 年 11 月４日（日）雨天決行（前日イベント 11 月３日（土）開催）
大会本部　 大会会場（国営公園「淀川河川公園外島・太子橋地区特設会場」大阪府守口市外島町・大阪市旭区太子橋の河

川敷）にて設営。
参加資格　 フル 18 歳以上、ハーフ 16 歳以上の健康で心疾患なくレースに耐えうる体力をもつ方。未成年者の方は保護

者の同意が必要。
健康検査　 選手は各自で事前に健康診断を受け、健康状態を確認しておいてください。当日、体の調子の悪い方は走らな

いでください。競技中の事故については、応急処置のみ主催者が行いますが、その後の責任は一切負いません。
参加賞　　 大会オリジナルＴシャツ（サイズを「S、M、フリー」からお選びいただきます。サイズが申し込み時に未記

入の場合は、フリーサイズとなります）。
完走賞　　 フルマラソン完走者に今治タオル製「フィニッシャータオル」進呈。
開会式　　当日午前８時５分よりスタート会場にて行います。
ゲスト　　 高橋尚子さん。2000 年シドニーオリンピックにて、日本人女子陸上競技選手初となるオリンピック金メダル

を獲得。2000 年国民栄誉賞受賞。2001 年ベルリンマラソンにて女性で初めて世界新記録（当時）で優勝。
スタート　 スタートは自己申告タイム（エントリー時の予想申告タイム）順に整列していただきます。自己予想タイムの

申告がない場合や不明瞭な場合は最後尾のブロックとなります。
更衣所　　スタート会場に仮設テントを設置。
荷物預り　会場内にてお預かりします。貴重品は各自保管してください。
記録　　　完走証は即日発行。当日の順位は、大阪・淀川市民マラソンのホームページ
　　　　　（http://www.osaka42195.com/）に後日掲載します。
駐車場　　大会参加者のための駐車場はありません。電車またはバスをご利用ください。
応援サービス　ゼッケン（ナンバーカード）の前後にひらがな６文字以内で、ニックネームなどを入れられます（任意）。申

し込み用紙の記入欄に６文字以内で「よっちゃん」とか「とおるくん」とか、呼んでほしいお名前があり

ましたらご記入ください（公序良俗に反するもの、カタカナ・漢字・数字・特殊な文字や記号は無記入
にします）。スタッフが、ランナーの皆さんに応援のお声かけをします。「○○○さんファイト！ がんばっ

て〜！」。

本大会は返却不要の ICチップを使用しています。
妖精ランナー　 今年も妖精の姿で走られるランナーの方には、完走後、抽選でプレゼントをご用意しています（空クジな

し）。放送席横の「大会グッズ」のテントへお越しください。
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アーサー・ラッカム挿絵
ジェームス・バリー著
『ケンジントン公園のピーターパン』
1910年版より
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第 22 回 大阪・淀川市民マラソン　コース図

毛馬閘門を抜け、普段は通行禁止の淀川大堰を走って渡ろう！
国営公園「淀川河川公園外島・太子橋地区特設会場」を、午前９時にハーフのランナー
はスタートし、淀川左岸を川に沿って下り、毛馬閘門を抜け、淀川大堰（通常は通行禁止）
を渡って、淀川右岸を下流へと向かいます。国道 2号線・淀川大橋の手前を折り返して、
もう一度、淀川大堰を渡って左岸へ戻り、守口のスタート地点がゴールとなります。フ
ルのランナーは、午前９時 40分にスタートし、淀川左岸を川に沿って上り、枚方の三矢地区で折り返し、下ります。守
口のスタート地点を通り過ぎ、あとはハーフマラソンと同じコースをたどります。

キロ表示　１kmごとに表示。
給水所　　コース内 13か所。
トイレ　　スタート会場、およびコース沿いに数か所、ランナーの不便なきよう仮設トイレを設置。
救護　　　コース内６か所（スタート・ゴール会場、佐太西地区、太間地区、赤川地区、西中島地区、十三地区）。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
重要注意事項
マラソンはたいへん激しいスポーツです。健康管理を十分にされませんと思わぬ事故に遭うことがあります。参加者は自己の責任において健康に十分気
をつけ、特に大会当日、不調を感じたら出場をとりやめてください。また競技中に異常を感じた場合は絶対に無理をせず、すみやかに競技を中止し、救
護所にお越しください。決してご自身の判断で救急車を呼ばないようにお願いします。

申込規約
大会申し込みに際して参加者は、この申込規約に同意の上、必要事項を払込取扱票（別紙）にご記入ください。①主催者は傷病や紛失、その他の事故に際し、
応急処置を除いて一切の責任を負いません。②自己都合による申し込み後のメンバー変更、種目変更、キャンセルはできません。③年齢・性別の虚偽申告、
申込者本人以外の出場（不正出走）は認めません。その場合は出場が取り消されます。④地震・風水害・降雪・事件・事故・伝染病など、参加者の安全
上、大会開催が不可能な場合、また中止の場合の参加料返金の有無、金額等についてはその都度主催者が判断し決定します。⑤上記②、③または過剰入金・
重複入金の返金はいたしません。⑥大会出場中の映像、写真、記事、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は主催者に帰属します。
⑦上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規則に則ります（齟齬がある場合は、大会規約を優先します）。

淀川大堰が渡れるのは、本大会の大きな魅力

※コースは、ほぼ例年どおりですが、一部変更になる可能性があります。
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第 22 回 大阪・淀川市民マラソン　種目別料金表

　　　　　　　　　フルマラソン・ハーフマラソンの受付は前日のみです。お越しになれない方には事前送付します。
　　　　　　　　　※�事前送付には手数料が必要です（1,300 円）。団体参加の方は代表者の方へ 5名様分を一括送付い

たします。（手数料は昨年まで 1,000 円でしたが、送料値上げにつき 300円アップさせていただきました）。
　　　　　　　　　※�団体（❷❹）に申し込まれた場合は、自動的に個人（❶❸）にも登録されますので、❶❸に申し込ま

ないでください。
　　　　　　　　　※「関門」で閉鎖時刻を過ぎましたら記録が出ません。ご注意ください。

団体（❷❹）の方へのご注意
①事前送付は代表者に一括送付します。
②前日受付は個人として、それぞれの方に対応します。
申し込み時の注意事項
①氏名に旧字や外字が含まれている方には、常用漢字を使用させていただきます。ご了承ください。
②自己都合によるエントリー後のメンバーや種目の変更、参加料返金はできません。
③ご記入の住所に前日受付の方へは「参加受付票」を、事前送付の方へは「ゼッケン」を送付させていただきます。
　お名前・ご住所・建物名・お電話番号などの記入もれ、まちがいのないよう、くれぐれもお願いいたします。
ゼッケンの発送を希望された方、住所変更される方へ
① 10月 20日（土）前後にゼッケンを発送する予定です。
②�転居に伴う住所変更予定の方、およびお申し込み後の住所を変更された方は 10月１日（月）までに大阪・淀川市民マ
ラソンエントリーセンターへ、ご連絡ください。
③ 10月１日（月）以降 10月 20日（土）前後にゼッケンを発送するまでに住所変更された方は、当日渡しとなります。
④ゼッケン発送後の住所変更は、当日「受付相談所」の予備ゼッケンで対応します（費用 1,300 円要）。
⑤ゼッケンを忘れたり、紛失した場合は出走できません。

エドモンド・デュラック挿絵
ロドルフ・ストーウェル著
『妖精とすごした日々』1910年版より
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お申し込みから大会参加までの流れ　申し込み開始４月 10日（火）〜

申し込み方法　�インターネット（PC・スマートフォンに限る）、または、郵便局から専用振込用紙（別紙）にてお申し込
みください。受付の確認は、メールを記載している人に限り、順次「受付確認メール」をお送りします。

申し込み期間　�４月２日（月）申込開始！�定員になり次第、締め切らせていただきますので、早めのお申し込みをお願
いします。申し込み方法は、下図のいずれかの方法でお願いします。

※�先着順のお申し込み受付完了日が入金日になります。コンビニ振込であれば窓口で参加料を支払った日、カード決済は
手続きを完了した日になり　ます。コンビニ振込をされる方は手続き後、早めのご入金をお願いいたします。
※申し込み後の参加料の返金はいたしません。
※インターネット回線の不具合や、郵便事情などによる申し込みの遅れについて、主催者は一切の責任を負いません。
※郵便振替用紙の受領証は大会終了まで、お手元に保管しておいてください。

受付　　　フルマラソン・ハーフマラソン
　　　　　■前日受付のみ　11 月３日（土）正午〜 午後 5 時。
　　　　　■事前送付（別途 1,300 円が必要です）。送付は 10 月 20 日（土）前後を予定しています。
　　　　　　（事前送付の方は前日受付不要）。
　　　　　※ 1　大会会場にて「参加受付票」と引き換えにゼッケンをお受け取りください。
　　　　　　　��ゼッケンがないと記録が出ません。
　　　　　※ 2　大会前日に「参加受付票」をお忘れになった場合は、ゼッケンをお渡しできません。
　　　　　　　��（「参加受付票」を持参いただければ、代理受付可）。
　　　　　※ 3　大会前日・当日の大会会場でのエントリー申し込みは受付しておりません。

個人情報について
主催者及び委託先は、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。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、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、記録
発表（ランキング・新聞・プログラム掲載など）に利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申し込み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。大会参加者の生命または身体の安全上、緊急の場合は、上記以外の目的で関係機関に情報を提供することがあります。

妖精画像提供：レベル
レベル刊『妖精美術館』『新訳：夏の夜の夢』『新訳：テンペスト』『フェアリーテイル』『シェイクスピアの影の国』より
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